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111 年目の歴史に刻まれた新たな 1 ページ

理事長・学長 谷岡郁子
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憧れの先輩がいたから掴めた栄光

リオの現地で皆さんの応援、地球の裏側ま
で波動を感じることができました。今回、勝
ちっぷりも良かったが負けっぷりに感動しました。璃穏はブラジルのご当地の選手と当たって審判のどうだかな～とい
う場面もありましたが、泣き言も言わず弁解もせず、最後まで妹分たちが頑張っているのを一生懸命陰で支えてくれ、
本当に素晴らしかったです。沙保里は負けを通じて、スポーツマンシップがどういうものであるのか、真のオリンピ
ズムとは何なのかを伝えてくれました。世界が日本に対しての憧れ「侍の魂」がどういうものであるのかしっかり伝え
ることができたと思います。「勝ちっぷり、負けっぷり」ともに最高のものを見せてくれたことを誇りに思うと同時に、
「リオの敵は必ず東京で討つ！」至学館は頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします！

2016（平成 28 年） 第 31 回リオデジャネイロオリンピック

女子レスリング全階級独占出場
卒業生 吉田沙保里さんが女子レスリング 53kg 級に出場（銀メダル）
日本選手団の主将を務める
卒業生 伊調馨さんが女子レスリング 58kg 級に出場（金メダル）
国民栄誉賞受賞
卒業生 渡利璃穏さんが女子レスリング 75kg 級に出場
在学生 登坂絵莉さんが女子レスリング48kg 級に出場（金メダル）
在学生 川井梨紗子さんが女子レスリング 63kg 級に出場（金メダル）
在学生 土性沙羅さんが女子レスリグ 69kg 級に出場（金メダル）
教員 栄和人先生がレスリング競技日本選手団チームリーダーとして参加
職員 志土地翔大さんがレスリング競技日本選手団コーチとして参加
第 15 回リオデジャネイロパラリンピック
教員 大槻洋也先生が日本選手団団長として参加

女子レスリング全 階級独占出場 !
チーム至学館の「 夢追人」たち

本当に遅い時間まで
応援ありがとうございました！

東京では全階級優勝します！

強さの 「ひ・み・つ」 にせまる！
その

1

八ツ屋神明社で毎年祈願

その
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地獄のトレーニング 2人おんぶ

学園の歴史が誇るオリンピック出場記録
63 川井梨紗子

75 渡利璃穏

kg 級 健康スポーツ科学科 4 年生

kg 級 平成 25 年度卒業生

1936（昭和11年） 第 11 回ベルリンオリンピック
卒業生 山本定子さんが槍投げに出場 5 位
在校生 児島文さんが円盤投げに出場 15 位
1940（昭和15 年） 第 12 回東京オリンピック ＊世界大戦のため中止
卒業生 山内リエさんが走高跳びで出場予定

69 土性沙羅

kg 級 健康スポーツ科学科 4 年生

1952（昭和 27 年） 第 15 回ヘルシンキオリンピック
卒業生 吉野トヨ子さんが円盤投げに出場（4 位）
1956（昭和 31年） 第 16 回メルボルンオリンピック
卒業生 吉野トヨ子さんが円盤投げに出場

kg 級 大学院 1 年生

58 伊調 馨

kg 級 平成 18 年度卒業生

1964（昭和 39 年） 第 18 回東京オリンピック
教員 堀本宏先生がバスケットボール競技審判員として参加
教員 坂上光男先生が男子バレーボール競技日本選手団監督として参加
1976（昭和 51年） 第 21 回モントリオールオリンピック
教員 坂上光男先生が全日本バレーボール総監督として参加
1988（昭和 63 年） 第 24 回ソウルオリンピック
教員 塙敏先生がハンドボール競技日本選手団コーチとして参加
2000（平成 12 年） 第 27 回シドニーオリンピック
卒業生 今井美希さんが走高跳に出場

2008（平成 20 年） 第 29 回北京オリンピック
卒業生 吉田沙保里さん 55kg 級に出場（金メダル）
卒業生 伊調馨さん 63kg 級に出場（金メダル）
卒業生 伊調千春さん 48kg 級に出場（銀メダル）
職員 栄和人さんがレスリング競技日本選手団コーチとして参加
第 13 回北京パラリンピック
教員 大槻洋也先生が日本車いすテニス競技日本選手団監督として参加
2012（平成 24 年） 第 30 回ロンドンオリンピック
卒業生 吉田沙保里さんが女子レスリング 55kg 級に出場
日本選手団の旗手を務める（金メダル）
「霊長類最強女子」と呼称される 国民栄誉賞受賞
卒業生 伊調馨さんが女子レスリング 63kg 級に出場（金メダル）
卒業生 小原日登美（旧姓：坂本）さんが女子レスリング 48kg 級に出場（金メダル）
至学館高校卒業生の中山セイラさんがフェンシングで出場
教員 栄和人先生がレスリング競技日本選手団監督として参加
第 14 回ロンドンパラリンピック
教員 大槻洋也先生が日本車いすテニス競技日本選手団監督として参加
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祝 国民栄誉賞！
史上初！女子個人競技で
4連覇達成の偉業を成し遂げた！

53 吉田沙保里

kg 級 平成 16 年度卒業生

同級生が語る！
国民栄誉賞を受賞した 伊調 馨さんの素顔
岡田友梨さん（旧姓：甲斐）H18 年度卒業生

女子レスリング元
世界選手権 3 位
詳 しくは 17 頁 で
ご紹介

「かおりんは、本当に自分の人生に対し
て真面目に、真剣に向き合って常に“結果”
や“賞賛”に惑わされず“内容”に焦点を
当てて " 進化・成長”を繰り返していて、その
すべての積み重ねが史上初の 4 連覇をもた
らした。だから自分を信じ、覚悟を決めて
行動を続ければ“前人未到”の扉を開けら
れるっていうことを証明した限りなく国民
の勇気であり希望です。さおりさんにしろ
かおりんにしろ本当に誰もが真似できる

次元を超越した存在で受賞するにふさわし
い人間だなって思います。あぁ見えてすご
く天真爛漫で、すごく気をつかう性格で、
めちゃくちゃマイペースで、どちらかという
とおっとりしてて、ちょっと人見知りで、めっ
ちゃ笑うし、アホなこともめっちゃ言うし、
おっちょこちょいなとこめっちゃあるし、
普段は本当に“普通の女性らしい女性”な
んです。」
Facebook より抜粋

全日本合宿 in 沖縄

その
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栄監督から選手へ的確なアドバイス
監督のアドバイスが流れを変える

チーム至学館で選手のサポート

谷岡学長と栄養アドバイザーとして栄養科学科の
杉 島 有希 先 生（ 公 認 ス ポーツ栄 養 士 ）が 帯 同。
また同行したレスリング 部員たちも選手たちを
完全サポート！

日本選手団の主将
メダルは取れないという
ジンクスを見事に打ち破った！

2004（平成 16 年） 第 28 回アテネオリンピック

卒業生 唐見実世子さんが自転車個人ロードレースに出場
在学生 吉田沙保里さんが女子レスリング 55kg 級に出場（金メダル）
在学生 伊調馨さんが女子レスリング 63kg 級に出場（金メダル）
在学生 伊調千春さんが女子レスリング 48kg 級に出場（銀メダル）
職員 栄和人さんがレスリング競技日本選手団コーチとして参加

48 登坂絵莉

「金メダル神社」として大府市共和町の今話題の
観光スポット！神社近くにある大石道場で育った
柔道の吉田秀彦選手や近藤亜美選手も五輪出場
前に参 拝しメダルを 獲 得している。境 内 には、
選 手たちが 勝 利 祈 願 をした 絵 馬が 奉 納 されて
いる。

プールとシャワーしかない環境のリオの選手村の
部屋に持ち込んだ「日の丸」と監督の「浴槽」。栄
監督はここで作戦を練っていたそうです。
その
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選手村の巨大な食堂にて。
栄監督・谷岡学長・杉島先生・
志土地コーチ

CHALLENGE !
可能性を信じて最後まであきら
めない。

選手たちを支えた裏方集団
谷岡学長と杉島先生は、日本から持ち込
んだお米で毎日二人で選手たちの食事作
りに励みました。

平成 22 年度卒の神庭愛実
さん（健康科学研究所専任
研究員）と平成 13 年度卒の
橋本恵さん（OTOMO 社長）
も「リオ五輪研修プロジェ
クト」のスタッフとして活動に参加し、選手たち
が訪れるコンドミニアムでおにぎりや味噌汁など
日本食を提供しました。

リオの舞台で活躍した選手たちを支え続けた
レスリングシューズ
3

リオオリンピック関連

Rio 2016 Olympic Games

学校法人至学館伊達コミュニケーション研究所との共催企画

「レスリング部見学ツアー
～リオのオリンピックを
10倍楽しもう～」

大府市内の寮で下宿生活をしているレスリング部の選手たち

同窓会から寄贈

女子レスリング部へ同窓会より
大型冷風機を寄贈しました！
谷岡学長はじめ大学関係者ら立ち会いのもと片桐前同窓会

同窓会から寄贈

全国から届いた応援メッセージを
横断幕にして選手たちに贈りました！

LIVEで応援！

パブリックビューイング大応援会
応援で目指した金メダル！

長より、レスリング部に大型冷風機 2 台を贈りました。

は、日頃から地域住民と接する機会も多い。こうしたことから
地域の方々に日頃の感謝を込めて練習風景を公開しました。

2015.7.13 レスリング道場にて
練習で取り入れている登り綱の
トレーニング。硬式野球部の学
生が挑戦するも断念「無理～！」

大学 12 番教室にて

会場となった至学館大学では、ほぼ徹夜状態の
応援にも関わらず、みんなではしゃぎ、ドキドキし、
大声を張り上げ、飛び跳ねて、学園歌「夢追人」を
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学生会主催

出場する選手たちのあいさつ

レスリングをより身近に感じてもらおうと志土地コーチと
レスリング部員より簡単なルール説明と実践を交えた解説

女子レスリング リオデジャネイロオリンピック
リオデジャネイロオリンピック

壮行会 & ガッカンオーディション開催！
ガッカンオーデション開催！
審査員として卒業生の伊東真紀さんがホームカミング！

全国にいる卒業生他、学生・教職員・附属高校や幼稚園また地域の方

合唱。応援団の学生たちが、
「一致団結」の舞台を

たちから寄せられた選手の皆さんへの熱い応援メッセージ約1,400 件を

見事に演出！日本中の卒業生・学生・地域の方々が

転写しました。ご協力いただきありがとうございました。「史上最強女子

一丸となって、選手たちの「夢」を共に追った 3日間

レスリングチーム」として一番輝く星を掴むことができました。

となりました！

2016.7.16

in 名古屋東急ホテル

2016.9.3 大府市で凱旋パレード

学園主催

「女子レスリング代表選手壮行会」
学生による
ダンスパフォーマンス

員で『 夢追 人 』
紀さんと会場 全
卒 業 生 伊東 真
る選手たち
ーケで祝 福され
を合 唱！飴のブ

同窓会から激励金寄贈

名古屋東急ホテルに於いて同窓会も発起人となった壮行会が開催さ
れました。壮行会には関係者ら約1,400人が集まりました。

吉田沙保里 負ける悔しさ、負けた人の気持ちがわかった。負けて色々学ぶことができ
ました。後輩の 3人が金メダルをとってくれ、璃穏も一生懸命闘ってくれた
ことで救われました。皆さんからの声援で、笑って日本に帰ってくることが
できました。引退とは言いません！後輩たちを指導し、一緒に頑張りなが
ら東京に行けたらいきたい！と思っているので、温かく見守ってほしいです。
登坂絵莉
はじめてのオリンピック。この場所が、沢山の人に勇気と感動を与え
ることができる場所だと実感し、自分にもこんなことができるのだ
と嬉しく感じました。東京オリンピックには、生で応援しに来て欲し
いです。2 連覇できるように頑張ります！

学生会主催

附属幼稚園の子どもたちから花束贈呈

〈学園歌「夢追人」ボーカル〉
山本 彩華さん（健康スポーツ科学科 3 年）
坪井 萌音さん（健康スポーツ科学科２年）
林田珠里亜さん（健康スポーツ科学科２年）
比嘉 大悟さん（栄養科学科 2 年）

て
2016.6.30 大学プラザに
ポーズ！
護者の皆さんと一 緒に
学生や附属幼 稚園の保
、登坂選 手、
ーチ
地コ
志土
栄監 督、
右側から、谷 岡学 長、
土性 選手
吉田選手、川井選手、

〈応援歌「ガッカンロール」ボーカル〉
中西 柚衣さん（こども健康・教育学科 3 年）
渡辺姫蘭梨さん（栄養科学科1年）

学生会主催のリオ五輪壮行会とガッカンオーディ
ションが実施され、学園歌「夢追人」や応援歌の
ボーカル、そして応援団長が選ばれました。
大学行事などで活躍しています。
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オーディションで選ばれた学生たち

伊東真紀さん（中央）が審査員として参加

〈ガッカン応援団長〉
小谷 世聞さん（健康スポーツ科学科 4 年）
山本 輝 さん（健康スポーツ科学科1年）

「リオ五輪 祝勝・報告会」

川井梨紗子
はじめてのオリンピック。楽しく試合でき、金メダルを持って帰ってく
ることができて良かったです。帰国後の「感動をありがとう！おめで
とう！」と沢山の方に声をかけてもらい、オリンピックの凄さを実感。
2020 年、階級を変えて 2 連覇に挑戦しようと思っています。

2016.10.20
大学プラザにて
土性沙羅

小さい頃は弱かったけど、憧れの人を目標にして頑張って努力した結
果、ここまでくることができました。夢や目標のある子どもたちは、
あきらめずに頑張って欲しいと思います。2020 年も 2 連覇できるよ
うに頑張ります！

栄養アドバイザーとして帯同した杉島有希先生他、サポート選手として代表
選手を支えたレスリング部員の五十嵐未帆さん、向田真優さん、川井友香子
さんや世界ジュニア選手権で優勝した源平彩南さんも参加。学生ボーカルが
「夢追人」で健闘を讃え、学生代表から飴のブーケがプレゼントされました。

渡利璃穏
負けてメダルを持ち帰ることが出来なかったが、温かい励ましの言葉
をいただき、至学館のメンバー全員とオリンピックに出れたことが
嬉しかったです。リオでとれなかった金メダルを東京でとれるように
頑張っていきます！
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学園創立 110 周年記念事業 学園の取り組み
2015.6.7 記念シンポジウム

学校法人至学館は 2015 年に創立から 110 周年を迎えました。

学園創立 110 周年

2015.6.7

第 1 回記念シンポジウム

「日本女子レスリング、
強化の軌跡」

2015.11.28

第 2 回記念シンポジウム

2016.2.20

第 3 回体験講座

「女子アスリート育成への
「女子アスリートの
（中日新聞社後援）
課題と提言」
体づくりとスポーツ栄養」

それぞれの経験をもとに、女子選手の
食事や健康管理の留意点、選手とのコミュ
ニケーションや信頼関係の大切さ、また
レスリング部の歩みを辿り、指導者ある

2020 年の東京五輪に向けて、女子選手

女子アスリートに多く見られる骨粗しょう

いは選手の立場からそれぞれの経験に

が成長しやすい環境づくりについて意見

症、月経不順、拒食・過食症、貧血等

基づいた女子アスリート育成のあり方な

交 換。会場には、学 生や市民ら約 580

の予防についてスポーツ栄養の視点から

ど基調講演とパネルディスカッションが

人が来場し耳を傾けました。

解説するとともに女子アスリートのための

開催されました。YouTubeで公開

略年表

27

年） 学校法人至学館

学園創立
110

周年

野球場が完成

年） 至学館大学人文学部廃止

25

（平成

（平成

24

年） 学歓ホール（学生ホール）竣工

22

2012 2013 2015
（平成

多目的グランド

年） 全学部学科にて男子受入を開始

21

2010

男女共学化

開設

氏）

至学館大学大学院／至学館大学／至学館大学短期大学部に名称変更
（平成 年） 健康科学部（こども健康・教育学科）開設 男女共学化
学校法人至学館、至学館大学附属幼稚園に名称変更
中京女子大学短期大学部専攻科（アスレティックトレーナー専攻）開設

（平成

学校法人中京女子大学学園創立 周年
中京女子大学附属高等学校を至学館高等学校に校名変更
100

20

年） 中京女子大学短期大学部生活科学科廃止

年）

17

（平成

（平成

15

年） アジア文化学科をアジア学科に名称変更

健康科学専攻修士課程

年） 中京女子大学栄養棟竣工（2001 号館）

13

（平成

（平成

10

年） 大学院健康科学研究科を男女共学に変更

7

1998 2001 2003 2005 2008 2009
（平成

1995

中京女子大学健康科学学部（健康スポーツ科学科・栄養科学科）
（平成 年） および人文学部（児童学科・アジア文化学科）開設
中京女子大学アジア文化学科棟竣工

4

年） 中京女子大学大学院健康科学研究科

32

（平成

中京女子大学スポーツ・サイエンス・センター（SSC）竣工
学生寮を教員研究棟に変更
谷岡郁子 氏（ 歳）

学長

1

63

年） 中京女子大学短期大学部家政学科を生活科学科に名称変更

61

年） 第

氏）

内木玉枝

内木玉枝

年） 中京女子大学コミュニケーションセンター（図書館）竣工

58

1988 1992
（昭和

1986
（昭和

（昭和

54

年） 学校法人中京女子大学と法人名変更

歳）

開設（学長

51

（昭和

氏（

歳）

谷岡太郎

氏（
57

51

年） 理事長・学長

内木成美

日現在）

中京女子大学家政学部食物学科・児童学科 開設（学長
附属幼稚園を併設

年） 学長

46

（昭和

（昭和

40

年）

月

氏） 加子母村が生家

34

年） 中京女子短期大学体育科・家政科

19

日の名古屋大空襲により東新町の本館ならびに葵町の校舎、寄宿
名

年

16

月

爆死（平成

内木玉枝

併設

創立（校長

7

年） 舎が全焼。６月９日愛知時計空襲被害。学徒動員中の学園の生徒ら

27

3

38

1965 1971 1976 1979 1983
（昭和

25

1963

中京女子大学体育学部体育学科 開設（学長 内木玉枝 氏）
（昭和 年） ○大府町の好意により、池を抱く丘陵地に大学を開設。
中京女子短期大学も併せて大府へ移転。

20

（昭和

1950

（昭和

1945

3

年） 中京裁縫女学校高等師範科

年） 中京裁縫女学校

38

（大正

（明治

1905 1914

《パネラー》
福田 富昭氏（日本レスリング協会会長）
栄 和人氏（日本オリンピック委員会ナショナルコーチ）
小原 日登美氏（卒業生）
・吉田 沙保里氏（卒業生）
伊調 馨氏（卒業生）
坂本 涼子氏（卒業生／‘92 世界選手権 金メダリスト）

学生たちが創った
ガッカンオリジナル
スポーツ＆フード

《パネラー》 柳本 晶一氏（芦屋大学特任教授／アテネ・
北京オリンピックバレーボール女子日本代表監督） 笠原 一也氏

食事メニューの紹介や食事指導を行われ

藤丸 真世氏（TBS テレビ／アテネオリンピック シンクロ
ナイズドスイミングチーム銀メダリスト） 今井 美希氏

《講師》杉島 有希氏（健康科学部栄養科学科助教）
日本体育協会公認スポーツ栄養士・管理栄養士

（日本オリンピックアカデミー会長／元国立スポーツ科学センター長）

（卒業生／シドニーオリンピック陸上競技女子走高跳日本代

ました。

表選手 日本記録保持者） 栄 和人氏（レスリング部監督／
日本オリンピック委員会ナショナルコーチ）

学生たちからアイデアを募り至学館公認の「子どもから大人まで楽しめる」を合言葉にオリジナルス
ポーツとフードが誕生しました！

オリジナルスポーツ

オリジナルフード

ガッカンボール1号
1チーム6 名。バスケットボールを使いパスと
ドリブルで繋いだボールを椅子の上に置いた
箱を標的に得点を競うゲーム。
考案者：登坂絵莉・菅原ひかり・栄希和・
布施和花・征矢萌唯・下枝望美
ガッカンボール２号
１チーム4 名。向かい合わせでタオルを持っ
たペアが協力し、タオルで相手コートにソフト
バレーボールを返す。 相 手コートに落ちた
場合に得点となるゲーム。
考案者：今村梓・菊池小春・橘理紗

筋肉増量！てりチキロール
筋肉量の増大をサポート。運動後に速やかに
タンパク質を摂取できるよう鶏もも肉、野菜を
トルティーヤでロール。使用している野菜ソー
スも地産地消をねらい、地元の食材を使用。
考案者：安藤大貴・渡邉美咲・大山美優
ロゴクッキー
至学館ロゴをクッキーに！ロゴの緑は抹茶を
使用。ロールケーキのように生地をロールし
たものをカットし焼き上げました。
考 案 者：大 嶽可 南子・鈴 木 理 紗 子・田中
佳奈子・玉置彩乃・山口美香・山本和実

「中女・ガッカン T シャツ展」開催
平成 27 年度大学祭で、中女・ガッカンアイデンティティー、中女・ガッカンイズムを

『110 年の思い出 つなぐ 私たちの学生時代』

表現した歴代 T シャツ（ポロシャツ）展が開催されました。

88 名の卒業生が語る「思い出」

学園は、それぞれの節目の年に刊行物を遺してきました。
『なでしこ創立 30 周年記念誌』
『80 年の思い出』
『90 年の思い出』
『学校法人中京女子大学 100 年史』に続き、このたび学園創立 110 周年を祝して学校法人
至学館伊達コミュニケーション研究所と同窓会が共同で『110 年の思い出』を刊行しました。昭和 12 年度～
平成 26 年度卒業生から募った「思い出」という財産を形にした貴重な一冊となりました。この本では、越智
の執筆論文「至学館大学に於ける女子
久美子先生（学校法人至学館伊達コミュニケーション研究所主任研究員）
アスリート育成の取り組み―戦前期の陸上競技部と近年のレスリング部を中心に―」についても掲載しました。
ご希望の方は、郵送先、氏名をご記入のうえ 180 円切手を同封し至学館大学同窓会事務局
「110 年の思い出係宛」にお申し込みください。
6

7

同窓会は学校法人至学館伊達コミュニケー ション研究所と共催で事業に取り組みました。
6
2 015.7.1

戦後70年企画

公開講座

2 015. 3.

2

加子母 日帰りバスツアー

ふるさと、加子母に行こう！
―創立者内木玉枝先生の生家のある中津川市加子母へ―

第 2 次世界大戦末期、日本は多くの都市で空爆の
被害を受けました。名古屋空襲で昭和 20 年 6月9日
（土）、軍需品を製造する愛知時計船方工場が標的と
なり学徒動員中だった至学館高校の前身である中京

学園の歴史のなかには多くの人たちが夢を追う物語がありました。

高等女学校の生徒ら34 名の尊い命が奪われました。

司会進行：越智 久美子先生
（学校法人至学館伊達コミュニケーション研究所主任研究員）

成長していける学園へと発展しました。仲間とともに夢を追うこと、それはま

らを講師に迎え、当時の体験を語っていただきました。

るで加子母の森から生まれた小さな学校が、大きく枝葉を広げ、実をつけ、

メディアでも多く取り上げられました。

種をまき、新しい森を育てていくかのように、卒業生や在校生、教職員たち
の次なる物語をつくり出してきました。

戦争体験を語っていただいた先輩たち
小林貞子（平井）さん
昭和 13 年 3月 高等師範科卒

卒業後、教員として学園に残り、創立者
である内木玉枝先生を支えられた。昭和
44 年から昭 和 51年まで中京 女 子 大 学
附属高等学校（現・至学館高等学校）で
講師をつとめられた。

東谷まさ子（松下）さん
昭和 20 年 9月 専攻科一部（高師）卒

昭和 20 年当時は学徒勤労動員で愛知時
計船方時計に配属。この時の空襲によっ
て左耳の聴力を失った。

女子だけの中京裁縫女学校が創立してから、男女ともに自分らしく学び、

本講座では、昭和 20 年本学の生徒であった卒業生

※（旧姓）

伊藤滋子（箕輪）さん
昭和 20 年 3月 専攻科一部（高師）卒

昭和 20 年当時は学徒勤労動員で今池の
紡 績 会 社に配 属された。戦後は中京女
子大学附属高等学校および中京女子大学
（現・至学館大学）で教職に従事された。

粕谷 俶子（橋本）さん
昭和 20 年 9月 専攻科一部（高師）卒

昭和 20 年当時は学徒勤労動員で愛知時
計船方工場に配属。戦後は中京女子大
学附属高等学校において教員をつとめら
れた。

加子母は私たちの原点です。内木玉枝先生のふるさと加子母、110 年前と

国島 幹名子（安藤）さん
昭和 20 年 9月 専攻科一部（高師）卒

今をつなぐ旅にでかけました。

昭和 20 年当時は学徒勤労動員で愛知時
計船方工場に配属。この愛知時計での
空襲、そして岐阜空襲で友人を失った。
平成 22 年にその時の思いを『歌集 生か
されて』の中に纏められた。

内木玉枝先生の生家の前で記念写真

お天気
快晴！

草川 一枝（太田）さん
昭和 21年 3月 家事体操専攻科卒

昭和 20 年当時は学徒勤労動員で甚目寺の日東
毛織紡績工場に配属。滋賀大学教育学部におい
て長年教鞭をとられ、更に滋賀大学附属小学校
にて初の女性校長となった。、現在は滋賀大学名
誉教授であるとともに滋賀刑務所篤志面接委員。

「ふれあいのやかた

運転手は小平正春さん。
バスガイドは越智久美子
先生。
▲石田芳弘先生
（学校法人至学館伊達コミュニケーション研究所長）

生家
訪問

内木玉枝先生の墓地「八事霊園」に到着

かしも」に到着

岐阜県人会と合流。越智久美子先生と大学職員の前田
敏 総 務 課 長より校名変更の経 緯と大学の現 状につい
て説明を受ける。内木玉枝先生のご親族にあたる内木
哲朗先生よりご挨拶。

お墓参りをすませたのち、加子母へ出発！

「ふれあいのやかた

かしも」から歩いて移動。

「名古屋大 空襲 展 」
を同時開催
当日は台風接近という
当日は台風接近という悪天候の
悪 天 候 の中、 在 学 生
中、 在 学 生や
300人がが参
や 市市民ら
民ら 300人
参加しました。
加しました。

卒業生の水上しのぶさんと大橋京子
さんが講師のメークやヘアを担当。
越智ゼミ生が講師の皆さんを介添え

2015.8.1中日新聞掲載

滋賀県草津市在住の草川
一 枝さんに同 行してくれ
た昭 和 42 年度卒 業生の
卯田和美さん ( 右側）

当時の貴重な写真を東谷
まさ子さんから学 生代 表
の登坂絵莉さんにたくし、
平和への想いをつなぎま
した。

階段の多い大学。大槻先 生か
ら車いすでの介助方法について
研 修を受けた若手 男性 職 員が
講師の皆さんをサポート。

『私たちの戦争』

青山

照子（中京高女） 塚野かな子（不

照子（中京高女） 谷口

貞子（中京高女） 高坂とも子（中京高女）

明）

石原

そめ（中京高女）

伊藤

伊藤美代子（中京高女） 鳥居ひとみ（中京高女）

宇佐美冨子（中京高女） 中川喜代子（中京高女）

美里（中京高女） 中村八重子（中京女専）

宇佐美久子（中京高女） 中村三代子（高等師範）

鋭子（中京高女）

綾子（中京高女） 藤田冨美子（中京高女）

岡田

時子（中京女専）

加藤美恵子（中京高女） 西脇サヨ子（中京高女）

寿子（中京高女）

千代子（中京高女）

川崎

宣子（中京高女） 松本

尚子（中京高女）

淑子（中京高女） 林

近藤タキ子（中京高女） 三浦

北野

徳子（中京高女） 村井

節子（中京高女）

加藤

近藤

冨子（中京高女） 村瀬

加藤喜美子（中京高女） 廣田美代子（中京高女）

近藤

富子（中京高女）

公開講座の様子と写真集をDVD にしました。
ご覧になりたい方は、同窓会事務局まで
お問合せ下さい。

昭子（中京高女） 安井

か、今を戦前としないために」と名古屋空襲の被害をまとめた一冊。
（22 頁で紹介）

笹木

得た証言をもとに「若者はなぜ最も危険な場所に送り込まれたの

佐藤とし子（中京高女） 渡辺

越智久美子先生が公開講座の記録に加え他 4 名の卒業生から

《現在明らかになっている爆死したとされる34 名の方々》

「明治座」
見学

岐阜県人会の皆さんが用意してくれた道の駅「ゆらく」の
お弁当をいただきながら自己紹介

岐阜県人会から加子母名産品のトマトジュースとわらび餅
をお土産にいただきました。帰りの車中は、
「賢き母よ〜♬」
「夢追人」をみんなで合唱。

平成 27 年 7 月 16 日現在調べ

8
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第 21 回 総 会 報 告

現状についてご説明いただきました。総会では、中川泰代
副会長が議長となり、以下の議事について全会一致で承認
されました。
第 1号議案

平成 26・27年度事業報告及び決算報告

第 2 号議案 平成 28・29 年度役員選出

111

役職

氏名

会長
副会長

平成 28・29 年度事業計画（案）及び予算（案）

新役員が決定しました。会長を務められた片桐勝子さんお
書記

会活動にご尽力いただき多大な功績を残されました。役員
の皆さま、お疲れ様でした。
事務局
2015.11.14（土） 於：至学館大学 2001号館

N501

会計

懇親会 ＆ 伊東真紀さんミニコンサート

右側から
須渕美代子さん、加藤孝予さん、片桐勝子さん、鷹羽孝子さん

澤木三枝子

冨田

S51大体

長船

S42 大体

中川

冨田

S46 食物・H5 院

泰代

沢田

英子

内藤

S39 短家

白井

公子

竹下

S47 大体

石井美和子

S52 大体

伊藤

淳子

S62 短家

田中

望

H13 健スポ・H15 院
増田

H2 児童

伊藤

知里

深谷

H20 健スポ

深谷

郁子

下島

S49 児童

林

浩子

小西見衣子

会計監査

北川

S39 短家

徳弘

坪井

S62 短家

明美

至学館大学同窓会収支決算

科

（単位：円）

目

会費・入会金
タイム
しながら会 食
みんなで歓 談

くじびき
大会

伊東真紀さん プロフィール

〈

中京女子大学
短期大学部卒業

10

平成 28 年度の入学式で学園歌「夢追人」を歌唱指導！学生ボーカルオーディションの審査員や大学主催の
レスリング壮行会で「夢追人」を熱唱！ 2016 年 11月待望のニューアルバムがリリース。
（22 頁で紹介）

学生時代はバスケ部。卒業後、ホテルマンを経てサンフランシスコの大学にて聴講生としてヴォーカルワァークを学び
帰国後、本格的に音楽活動を開始。楽曲「new globe」がドイツの音楽サイトで3 ヶ月連続１位、一躍脚光を浴びる。
“アジア
の賛美歌”と呼ばれ、アメリカ、フランス、ベルギーで CD デビュー。パリでリリースしたコンピレーションCD では坂本龍一、
久石嬢とならび歌唱した楽曲が起用。また、豊な感性と音楽性を生かし、「2020 年オリンピック招致」の CM をはじめ
「ニュークレラップ」
「マクドナルド」
「ビヒダスヨーグルト」など、100 本以上の CMソングでお茶の間に親しまれる。日本・韓国・
アメリカでテレビ放送された・アニメ「黒神」の劇中歌を英詞作詞・歌唱。国境やジャンルにとらわれずグローバルに活躍し、
自身で作詞・作曲をした楽曲や独自の表現でJazz、BossaNova、Popsを追求し続け、日本国内のライヴシーンでもライブ
を展開。2016 年 11 月に待望のファーストアルバム「Voyage」がリリースされました。「一人でも多くの人と歌で対話したい」
空間を優しく包み、心の琴線にそっとふれる歌声が高く評価されています。 伊東真紀ホームページ http://maki-ito.com

〉

入会金H26：466名、
H27:480名、
終身会費H２６
：420名、
H27:422名

（単位：円）

目

決算額

摘

（２）総会関係費
（３）会報作成費

科

目

会費・入会金
雑収入

（単位：円）

予算額

摘

要

摘

要

22,000,000
252,000
3,613,635

計

25,865,635

◆支出の部
科

目

（単位：円）

予算額
13,750,000

事業費

1,125,245

支部活動、
県人会活動、
卒業生活動
支援、
学生活動支援等

（１）会員活動助成金

3,450,000

支部活動、
県人会活動、
卒業生活動
支援、
学生活動支援等

2,567,617

案内印刷・郵送、
懇親会費、
講師料、
テーブル花、
集合写真等

（２）総会関係費

3,600,000

第21回総会、
第22回総会

3,194,294

会報26号 印刷（13500部）
、
発送費（13276通）

（３）会報作成費

3,700,000

会報27号

2,765,605

H25年度分電波時計400個追加
H26・27年度水筒

（４）卒業記念品

2,000,000

H28・29年度卒業生

（５）慶弔費
（６）法人とのコラボ事業

（５）慶弔費

295,783

卒業生御尊父葬儀関係、
式典祝い花、
電報、
大同大学同窓会50周年祝賀会お祝い金

（６）法人とのコラボ事業

179,504

戦後70年企画公開講座

4,821,510

運営費

（平成27年10月1日〜平成29年9月30日）

◆収入の部

要

10,128,048

（１）会員活動助成金

《一般会計》

合

◆支出の部
科

至学館大学同窓会予算

前期繰越金

23,563,193

計

（４）卒業記念品
くじびき大会！選手のサイン入り色紙や吉田沙保里
さんのＣＤをゲット！石川元会長のハーモニカ伴奏
で「ふるさと」を合唱しお開き。また会う日まで。

19,574,000

平成 28・29 年度

要

3,703,192

前期繰越金
合

摘

決算額
286,001

雑収入

事業費
片桐前会長の
功 績を 讃 え、
鹿児島
県にいる溝口
百合 子 先 生よ
りサプラ
イズでお花が
届きました。

タリスト）によ
田大 道さん (ギ
( 卒業生）と湯
ん
に魅了！学園
さ
声
紀
真
唄
東
な
よう
歌手の 伊
んの透き通る
さ
紀
「夢追人」
真
♪」
。
よ
ト
母
ー
「賢き
るミニコンサ
さんと学園歌
紀
真
、
て
し
祝
を
創立 110 周年
唱しました。
をみんなで合

（平成25年10月1日〜平成27年9月30日）

◆収入の部

表 選手
子レスリング代
井梨 紗 子さん
特別ゲスト 女
性 沙羅さん・川
土
・
ん
さ
莉
絵
右から登坂

昭和 51年度
体育学部卒
澤木三枝子
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S49 児童

満仲三千枝

《一般会計》

80 歳以上の卒業生も参加
右側から
鈴木令子さん（昭和 31年度卒）
小林貞子さん（昭和 12 年度卒）
石川八重さん（昭和 28 年度卒）
上梨敦子さん（昭和 30 年度卒）
矢橋初美さん（昭和 30 年度卒）

卒業年度学部等

井戸田照代

平成 26・27 年度

谷岡郁子学長
小塚諭栄養科学科長
松尾博章短期大学部長

旧姓

丹下加代子 曽我部 S46 短体

役員人事では、片桐勝子会長を含む 4 人の役員が退任し、
よび須渕美代子さんにおかれましては、長期にわたり同窓

役員組織

平成 28・29 年度

新会長 あいさつ

第 3 号議案

同窓会員の皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお慶び
申し上げます。日頃は同窓会活動にご協力とご理解を賜り厚く
お礼申し上げます。
さて、今年はオリンピックの年であり本大学からもレスリング
の選手たちが活躍をしてくれました。金メダル 4 個、銀メダル
1 個、さらに伊調馨さんは国民栄誉賞を受賞し、輝かしい成績
を収めることができました。これも多くの同窓会員の皆さまか
ら寄せられた『思い』が選手たちに届いたものと確信しており
ます。そして、多くの方々から寄付金もいただき有難うござい
ました。厚くお礼申し上げます。また、 月の大学祭は
創立 年を迎え、 Only 1・Number 1・Every 1
「ONE」を テ ー マ に 開 催 さ れ、 そ れ ぞ れ の ONE を 見 出 す べ
く精力的に活動されました。同窓会も「整膚」のブースを設け
盛 大 に 取 り 行 う こ と が で き ま し た。 県 人 会 活 動 は、 愛 知 県・
三重県・岐阜県・静岡県・香川県から活動報告が寄せられており、
さらに徳島県、高知県、大阪府、愛媛県が開催を予定しており
ます。これからも積極的に支援をしてまいりたいと思います。
私 自 身 同 窓 会 の 会 長 を お 引 き 受 け し て 一 年 が 過 ぎ ま し た。
県人会の充実とともに会員相互の親睦に努めてまいりたいと思い
ます。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

片桐勝子会長の挨拶の後、五十川隆夫副学長より大学の

第 21 回総会を開催しました！

300,000

式典スタンド花等

700,000

110周年記念事業

@1,500円

5,700,000

運営費

（１）旅費交通費

312,920

学外における会合出席等の出張旅費

（１）旅費交通費

500,000

学外における会合出席等の出張旅費

（２）会議費

276,047

役員会昼食代、
お茶菓子代

（２）会議費

300,000

役員会昼食代

（３）通信費

111,624

切手代、
郵送料等

（３）通信費

150,000

切手代、
郵送料等

（４）手数料

14,287

振込手数料、
収入印紙代等

（４）手数料

20,000

振込手数料、
収入印紙代等

（５）消耗品

74,307

祝儀袋、
コピー用紙等

（５）消耗品

50,000

コピー用紙等

（６）事務用品費

343,995

会議用テーブル、
椅子、
ＰＣ、
文房具等

（６）事務用品費

700,000

コピー機の新機購入

（７）印刷費

367,481

同窓会パンフレット、
はがき増刷、
コピー代等

（７）印刷費

100,000

同窓会パンフレット、
同窓会手提げ袋等

（８）人件費

2,980,991

事務局運営費、
役員日当等

（８）人件費

3,500,000

（９）私大同窓会連合会

180,000

H28・29年度分会費、
理事会、
総会等

（10）雑費

200,000

手土産代、
退任役員への記念品、
大学グッズ等

特定預金

5,000,000

（９）私大同窓会連合会

184,000

私大同窓会連合会入会金、
会費等

（10）雑費

155,858

手土産代、
退任役員への記念品、
大学グッズ等

特定預金

5,000,000
0

予備費

3,613,635

次期繰越金
合

計

事務局運営費、
役員手当等

H28・29年度分積立金

1,415,635

予備費
合

計

25,865,635

23,563,193
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大学の近況

NEWS & TOPICS

その 1

吉田沙保里さんが副学長に就任！

NEWS & TOPICS

「英語ひろば」が OPEN！

「教員免許状更新講習会」の開設！

創立111周年11月1日午前11時1分に辞令

「教員免許状更新講習」は、３日間で選択領域 18 時間の履修が出来ます。卒業生に

現役選手の副学長就任は極めて

は受講料の減免措置を行っています。詳細は、大学ホームページの教員免許状更新講

異例のこと。飯本雄二副学長・平田

習に関するサイトでお知らせします。その他、教員免許更新制に関する内容は、文部科

裕一副学長と3人体制となり、吉田

学省のホームページでご確認ください。

沙保里さんは渉外広報、学生支援、

平成 28 年度の講習概要は、以下の通りとなりますので参考にしてください。
・募集定員：50 名（先着順）
・募集対象：幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の該当年齢の教員
・受 講 料：18,000 円（卒業生 9,000 円）
・テ ー マ：これからの安全教育のあり方 ～東日本大震災に学ぶリスクマネジメントを基本に～

学生の課外活動を担当する予定。
副学長・現役選手・日本代表女子
コーチの 3 役を担い、2020 年東京五輪へ向かっていきます。

学生たちが 英語に触れる機 会を増やし英語に

「常に最初から最後まで全力でやる！最初から諦めずやってみなきゃわ

親しんでもらおうと、授業の空き時間を利用して

からない。学生や選手たちに自分のやってきたことを伝えられ、母校に

『英語ひろば 』を開設。講師はカナダ出身のマイ

恩返しができるチャンスをいただいた。元気で明るく楽しく…中京女子

ケル先生。ボードゲームなどを通して自然と英語に

時代から変わらない至学館の良さ、レスリング人生で学んだ精神をいろ

慣れ、英語に対する苦手意識を払拭するとともに、

んな人に伝えていきたい」と至学館魂で挑みます。

ネイティブの発音を体感しています。

光岡かおり先生の研究が「大塚スポーツ医・科学奨励賞」受賞！
第 70 回日本体力医学会大会（平成 27 年 9月18 〜 20 日）において、
健康スポーツ科学科の光岡かおり先生（昭和 59 年度卒業生）が「大塚
スポーツ医・科学賞奨励賞」を受賞！被験者として協力した当時在学

「中女・至学館出身の教員の会」を開催！

中だったラクロス部員の学生たちに副賞のスポーツドリンクが 贈呈
されました。

中京女子大学及び至学館大学出身で教員として活躍している方々の

懇親会

交流と、教職を目指す在学生の意識の高揚などを目的とし、幼・小・中・

講演会

の様 子

の様 子

主権者教育への取り組み

高の現職の教員を対象に大学主催で開催しています。大学から案内状
を発送しています。現職で教員をされている方で案内が届いていない

期日前投票所設置
2016.7.2 中日新聞知多板掲載

大学では以前から「主権者教育」を展開しています。今夏の参議院

方はご連絡ください。当日は、講演会と懇親会が開催されています。

選挙から18 歳選挙権が施行されたことを受け、大学は大府市と「選挙
啓発に関する協定」を締 結しました。越智ゼミの学生が活動計画を

教員採用試験の合格者は毎年増加！

練り、手作りしたチラシやポスターを大型商業施設や喫茶 店、駅前

〈次回開催予定〉

平成 26 年度合格者

15 名（内現役生 2 名）

◆平成 29 年 2 月11日（土）

平成 27 年度合格者

24 名（内現役生10 名）

講演：学校法人至学館

※卒業後に教員採用試験に合格した方の吉報をお待ちして
います。

副理事長

などで配布し投票を呼びかけました。そして学内に期日前投票所を
松本吉男先生

設置し、受付や投票用紙交付などの運営にあたりました。また、学校

「教師生活 47 年を振り返って～“嬉しかったこと”

法人至学館伊達コミュニケーション研究所主催による大府市市長選や

“悲しかったこと”
“ 苦しかったこと”～」

参院選愛知選挙区に立候補した現職・新人を集めた公開討論会を実施
し、学生ら 600人が参加し質問を投げかけました。

矢野享菜さん（平成 24 年度卒業生）が外部講師として講義！

第７回

2016.6.21

中日新聞夕刊掲載

2016.5.30 「参院選討論会」

至大祭 開催！ メインテーマは『ＯＮＥ』

学生時 代から13 年間陸上競技で活躍し、インカレ出場 経 験を持つ

10月15・16 日の 2日間にわたり大学祭が開催されました。
『ＯＮＥ』には、学園創立111周年の１に

矢野享菜さん。大学卒業後は、青年海外協力隊としてアフリカのセネガル

ちなんで、Only １・Number １・Every1ということで“みんなでたった1つの一番”の思い出に残るよ

に派遣され、小学校で体育教師として活動。日本の教育のやり方を押し

うな大学祭しよう!という思いが込められました。大学祭実行委員の皆さんの創意工夫で、真っ白な

つけるのではなく、現地で暮らす人々の目線にたち、楽しく運動し、夢や

キャンパスが艶やかに彩られ、多くの方で賑いました。

希望につなげられるように取り組み、矢野さん自身が大きく成長できた
そうです。現在は、株式会社スターダムに入門。女子プロレスラー「ジャン
グル叫女」として活躍中です。
2 016 年

祝！

12

同窓会は「整 膚体験コーナー」を
企画。卒業生や地域の方がたくさ
ん参加してくれました。

2016.6.20
現代教養科目「現代人間論〈人間図鑑〉」

勲章・褒章を受章！
岡田忠之名誉教授が教育研究

レスリング選手の伊調馨さん、川井梨紗子さん、

功労を讃えられ【瑞宝中綬章】

登坂絵莉さん、土性沙羅さんがスポーツにおけ

を受章！

る優れた業績が讃えられ【紫綬褒章】を受章！

クラウン ガーコ ＆ if
平成 24 年度人文学部児童
学 科 卒 の 野 村 真 志 さんが
出 演。 道 化 師 として 活 躍
中！
女子レスリングメダリストによるトークショー

こども健康・教育学科の学生たちが企画したコーナー
ではたくさんの子どもたちで賑わっていました。
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大学の近況

NEWS & TOPICS

その 2

NEWS & TOPICS

りました！
な
に
歌
園
学
が
『夢追人』

を紹介します！
動
活
外
課
の
注目

これまでの学園歌は、良妻賢母を貴重にした歌詞でした。

なりました。本来は校歌として制作されたものではなく、中日

水泳部

2005 年、中京女子大学附属高等学校が至学館高等学校に

新聞の飯尾渉論説委 員 が 取 材 を 通して 交 流 の あった 女子

校名変更し共学になったことから、
『 夢追人』が校歌になり

レスリングの 伊調姉妹（伊調千春・馨）と吉田沙保里さんが

水泳部は現在19 名（男子 5 名、女子14 名）で活動している

ました。そして 2011年、至学 館 高等 学 校の 硬 式野球部が

2004 年のアテネオリンピックでメダルを獲得したことを祝し

強化指定クラブです。部員は東北や九州など全国から集まっ

甲子園への切符を手にした時に校歌を合唱し、全国的に話題に

て制作されたものでした。

た精鋭が、日々全国大会を目指し、楽しい雰囲気を作りなが
らも、とてもハードなトレーニングに励んでいます。

で 22 位と創部以来初めて全国のランキング入りを果たしま
した。
来年度以降も全国から多くの有望選手が加入することが
決まっており、全国の上位校を目指して今後ますます発展して

至学館

夢追人

学校法人

一番高い所に登って

一番光る星を掴んだ

一番辛い道を選んで

一番強い心をまとった

海を渡る風が吹いた

果たし、特に女子チームは日本学生選手権に中部代表として

いく予定です。
是非、今後の水泳部の活躍にご注目ください。

2 年連続の団体出場を果たし、日本学生選手権でも大学対抗
１.平成28年度主要大会結果
日本学生選手権 400m 個人メドレー B 決勝2位

学園歌

そしてここまで来た

カシオペアが近くに見えた

夢を追い続けた

君の顔が見えた

でもどうしてかな熱い涙が止まらない

うつむきかけた時

差し出された白い腕が翼に見えた

今年度は 4 月から現在までで、50 以上の自己記録更新を

日本学生選手権 200m 個人メドレー B 決勝3位
国民体育大会 200m リレー8位（長野県代表第3泳者）
国民体育大会 200m 個人メドレー9位
OWS（オープンウォータースイミング）日本選手権 10km 17位
国民体育大会 OWS 5km 15位

作詞・作曲

２.年間活動計画

期間限定で販売されました！ 10月末終了

4月 津田チャンピオンズカップ
5月 Japan Open、GW 強化練習

飯尾歩

6月 中部学生短水路選手権、学内合宿

編曲

8月 日本学生選手権強化合宿

7月 中部学生選手権、各県選手権
9月 日本学生選手権、国民体育大会、OWS 日本選手権

中村匡亨

いろんなことを経験したね

あんまり先を急がないでね

いろんな人に巡り会えたね

そんな旅なら悪くはないさ

丘の上から

歌が聞こえた

オリンポスの

女神さまの

夢を追い続けるもっと遠くへ行く

10月 新シーズンスタート
11月 中部学生周期短水路記録会

監修
谷岡郁子

でもどうしてかないつもみんなにいて欲しい

一番星よりも夏の星座が好き

君がいれば夜を越えて銀河になれる

君がいれば夜を越えて銀河になれる

君がいれば夜を越えて銀河になれる

名古屋 東急ハンズで至学館グッズが

平成 26・27年度退職された先生方
お疲れ様でした。そしてありがとうございました！

12月 年末合宿
1月 浜名湾長水路選手権

「愛知の誇り」と東急ハンズさんからの要望で愛知県

2月 静岡県短水路選手権

内３店舗で至学館グッズが期間限定で販売されました。

至

グッズ
館
学
スポーツタオル

3 時のおやつに！
お茶にあう

3月 中部学生春季短水路選手権、グアム合宿

陸上競技部 樫山 楓さん（健康スポーツ科学科 4 年生）

平成26年度

樫山さんは平成 28 年 6月に行われた「第100 回日本陸上競技選手権大会（リオデジャネイロオリン

まんじゅう

ピック選考会）」の女子 400m にて第 3 位と素晴らしい成績をおさめました。残念ながらオリンピック
出場はなりませんでしたが、大舞台で自己記録を更新しており、これからの活躍が大いに期待できます。

松岡孝博

杉山三郎 鈴木哲太郎

塙敏

岡本尚子

ボールペン

せんべい
ミネラル
ウォーター

平成27年度

ピンバッヂ

また、
「セイコーゴールデングランプリ陸上 2016」の 4×400mリレーに日本代表として出場するなど、
「世界」が少しずつ見えてきました。東京オリンピック出場を目指し、卒業後も実業団で競技を続けま
すので、引き続き応援よろしくお願いいたします。
●主な成績

五十川隆夫
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石田光男

風間純子

山根真紀

ロゴマーク入りの
クッキー
クリアファイル

※学内の販店で販売中

平成28年6月
平成28年5月

第100回日本陸上競技選手権大会 女子400m 第3位 53秒76
セイコーゴールデングランプリ陸上 2016
日本代表として4×400mリレーの第3走者に抜擢
15

『 夢 追 人 』の 紹 介 コ ー ナ ー

さ

か

も

と

か

ず

と

こ

平成 26・27年度学年幹事が決まりました！
同期会などの企画は学年幹事にお任せください！

学部・学科
健康科学部
健康スポーツ科学科
栄養科学科
こども健康・教育学科
短期大学部

体育学科

大学院健康科学研究科

平成 26 年度

平成 27 年度

青木

雅人

稲吉

悠多

今西

梨奈

鈴木

唯

岩瀬

泰司

粟野

郷史

本多

勝

山下

順弘

駒瀬

淳美

池本

拓己

中靏

智也

松原

拓也

江崎

碧

濱邊

光輝

七種

僚人

濱岡慎之輔

山口

明宏

木下

弘
平成 26 年度

平成 26 年度

ん

だ

本 多 勝 さん

な

東京都在住

株式会社アイガ勤務・管理栄養士
特技の空手は全日本空手選手権大会で優勝する腕前。
「ファスティングマイスター」の資格を取得するなど
今を積極的に生きる「夢追人」

か

つ

る

と

さ

こ

冨 田 昌 子 さん

ブルーベリー農園「せせらぎ」

日本ケーキデコレーション協会 JCDA
特別講師、ケーキデザイナー

南紀州古座川の里 三尾川でブルーベリー
畑を経営し、ブルーベリー・プレザーブ
「せせらぎ瀬音」で手作りジャムなど販売し無農薬にこだ
わった新たな特産品としてファンの視野を広げている。

平成 3 年度 家政学部食品・栄養科学科卒 愛知県在住

一度しかない人生、理想を持ち、高い希望を持つことが
大切。地道な積み重ねは、いつかきっと花が咲く。
シュガーアートで夢を形にかえる変貌自在のリアリスト

卒業後、和歌山県庁に就職。仕事をしながら保育士、調理

卒業後は、管理栄養士・製菓衛生師・調理師などの養成校

師資格を取得し、現在も資格を活かしながら寒暖差のある水

の講師としてプロの育成に 20 年以 上尽力し、現在はケーキ

がきれいな土地で、ご主人とブルーベリー畑を経営している。

デザイナーとして活 躍 中。学生 時 代にお 世 話 になった谷 岡

学生時代は、テニス部に所属。学 校のすぐ 下にあった一室

学長、河合先生、西岡先生、江藤先生、長坂先生、田村先生、

4 人部 屋の 2 段ベッドの学生寮で過ごした。田舎人だった

深 見先生、藤澤 先生には感謝の気持ちでいっぱい。学びの

坂本さんは方言が理解してもらえず、ホームシックになったと

大切さ、奥深さ、そして楽しさやおもしろさなどかなりの影響

いう。寮では風呂、電話、夕食事の弁当箱洗いの当番があり、

力のある先生方との出逢いが今に影響してるという。ジャパン・

第 2 寮へ外泊して怒られたり、洗濯機がなく水が冷たく手洗

ケーキショーや日本シュガーアートコンペティションなど国内外

い。先輩が洗い場につけていたらもう大変で、夕方になって

で数々の受賞歴を持ち、
「2015 40th ICES Convention in

しまうこともあったという。
内木学長先生が窓越しに手を振っ

Omaha, Nebraska」では「若武者」がプロのノンケーキ部門で

ていただけたことが思い出。後輩たちよ！在学中でいただけ

第1位を受賞。今年11月にスペシャルオーダーデザインケーキ

る免許は頑張ってチャレンジするべし。

の専門店とカフェをオープンした。
ICES40 周年のコンペで
1位を受賞した「若武者」

ぜひご賞味あれ！

健康科学部こども健康・教育学科卒

しょう

ま

自慢のブルーベリージャム

平成 26 年度

健康科学部栄養科学科卒
ほ

平成 27 年度

た

坂 本 収 子 さん

昭和 42年度 短期大学部家政科卒 和歌山県在住

新会員の紹介

み

も

や

中 靏 智 也 さん

愛知県在住

日進市立竹の山小学校勤務・小学校教諭
硬式野球部に所属しながら現役で教員採用試験に合格！
「子どもたち自身から意見や行動をひきだし、子どもの心
に火をつけることができる先生」を目指す！

飲食店を経営する両親に憧れよく夕食の手伝いをしていたと

中学時代に野球部の恩師に憧れ教員を目指してきたという

いう本多さん。ある日父親からもらった「栄養成分バイブル」と

中靏さん。現在小学校 4 年生の担任をし、充実した毎日を送っ

いう本がきっかけで、食べ物でお医者さんのように病気を予防、

ている。

治療する「管理栄養士」に夢をいだいた。必死にお金を貯め

長縄大会に向けて子どもと一緒に練習をし本番当日に新記録

至学館大学に入学した。大学生活で最もかけがえのない宝物は

を出して子ども達と喜びを分かち合ったり、間違った行動をして

「友人たち」と「先生たちとの繋がり」。特にゼミの教員である

しまった子どもに対して厳しく指導することもあるという。また、

小塚先生、吉田先生には感謝しているという。つらい勉強を

一生懸命教材研究して頑張った国語の授業が大失敗してしまっ

〒 649-4455
和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川 466
天正堂 代表 坂本米男
TEL＆FAX 0735-75-0021
日本テレビ 真実解明バラエティ「トリック
「Macohaha Tomiti Design Cakes」 ハンター」(2015.4.15) に 出 演し、 日本一
岡崎市鉢地町字開山 22-3
の洋菓子職人対決！で勝利したときの作品
お

か

だ

ゆ

り

岡 田 友 梨（旧姓 : 甲斐）さ ん
平成 18 年度

健康科学部健康スポーツ科学科卒

東京都在住

ファッションブランド『KINGLILY 株式会社』代表取締役兼デザイナー
女子アスリートをもっと強く、美しく！女子アスリートのためのファッションブランドを設立。
2020 年には世界中の女子アスリートに求められるブランドに成長していたい！
“強い想いと行動で夢を掴みにいく”
選手としての実力と女性としての魅力を兼ね添えた心のきれいな
アスリートをもっと強く美しくしたい！

販売などの経験を経て 32 歳で自ブランドのデザイナーに転身した。
後輩たちが夢に向かって頑張っている。TVやメディアに多く取り

乗り越え現役で「管理栄養士」に合格した根性の持ち主。特技

たりと一喜一憂することも多い。休み時間にはサッカー、バスケット

女子アスリートが女性として輝くことで、子どもたちから目指され

の空手もアスリート並みだ。

ボール、ドッジボールをして子どもたちと一緒に楽しく過ごした

る存在になれば、世の中が健康で明るくなっていくのではないか。

ンドを立ち上げたい！そんな思いに駆られていた頃、後輩の登坂絵

り、授業だけでなく学級運営の難しさも実感。実際に教師になっ

そんなきっかけになれればいいと 2015 年10月に女子アスリートの

莉さんの「先輩の服が着たい！」という一言に動かされ、アスリート魂

てみて気づくことも多く、新しい課題に直面している。教師とし

ためのファッションブランド『KINGLILY 株式会社』を設立。そこ

に火がついた。やると決めたら迷わない、2 週間で会社を設立。

てまだ一人前でない私を「先生、先生」と慕ってくれる子どもた

から各専門業者の協力を得て 2016 年 4月に『KINGLILY』という

アスリートが女の子に戻れる瞬間に最高の笑顔を引き出せたらと全国

ちをがっかりさせないためにも、学び続けていく必要があると

ブランドを立ち上げた。

の女子アスリートのもとをめぐり試着会を開催し、ホームページを

現在は、大手 宅 配チェーンのマーケティング 部に所属し、
自分の打ち出した施策により全国多くのお客様の家に料理を
届けられることにやりがいを感じる日々を送っている。
夢は、
「管理栄養士」として輝くこと！

中心に着やせのコツを伝授している。

いずれは独立し、料理教室の運営や、書籍の

感じている。
「 スポンジのように教

友梨さんは女子レスリング元世界選手権 3 位。小学校から柔道

執筆・監修やセミナーの開催、また独立のため

えていただいたことを全て吸収して

を習い高校でレスリングを始めた。ロンドン五輪の最終選考に残っ

のコンサル ティング 事 業 などやりたいことは

子どもの心に火を付けることができ

ていたが、同じ階級だった小原日登美（坂本）先輩に代表を託そう

「NHK お は よう日本」など

山ほどある！と夢をふくらませている。

る教師になりたい！」
と憧れの恩師

と日本代表が決まる前の合宿で現役引退を決意。体を鍛えれば

でも取り上げられ今注目の

を目指している。

鍛えるほど体に合う服がない。選手時代に抱えていた悩みを解決

活躍女子！

＊ファスティングマイスターは、
「断食」を通じて美容、健康、食育のスペャリスト
を輩出する資格
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上げられるようになった後輩たちをもっと美しく魅せる服のブラ

しようと 27 歳でファッションの専門学校に入って学び、アパレル

最近では、ＴＢＳ「ひるおび」でコメンテーターとして出演したり

KINGLILY

http://kinglily-shop.com/smartphone/
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同窓生は

「今」

～心に 勇気づけ エッセンス～
「Hidamally」親と子の心を繋ぐ専門家
勇気づけトレーナー・ＳＭＩＬＥリーダー・カウンセラピスト
さわだ

ゆ

み

～食×スポーツで日本に元気と笑顔を咲かせます！～
スポーツ栄養アドバイザー＆健康運動指導士
一般社団法人 日本スポーツ栄養コンディショニング協会 代表理事

こ

よしだ

澤 田 （旧姓：加藤）由 美 子 さ ん
平成 4 年度

りょうこ

吉 田 （旧姓：酒井）良 子 さ ん

家政学部児童学科卒業・愛知県在住

昭和 59 年度

私は、卒業後、名古屋短期大学付属幼稚園に就職し、結婚

私は、社会体育の道を目指し大学に入学し、スイミングスクール

する』と決め仕事を始めま

や学校法人履正社のフィットネスクラブ（大阪市）に、ほぼ毎日

した。「スポーツ栄養」と

ボランティアで通い、勉強させていただきました。卒業後は履正社

いう言 葉も知られていな

続けていたスイミングインストラクターに復帰しましたが、再び

に就職し健康運動指導士としてトレーナーをしておりました。大学

か った 頃 な の で 非 常 に

幼稚園で働きたいという思いが次第に強くなっていきました。

http://happykazoku.jp/

「今」

短期大学部体育学科卒業・大阪府在住

を機に 3 年で退職。その後、三人の息子が生まれ、夢だった
「お母さん」となりました。三番目の子が 2 歳になり、大学 4 年間

同窓生は

時代に学んだ知識を土台に、更にウエイトトレーニング・ストレッチ

苦 労しまし た が、3人の

しかし、当時の私は、35人の園児の担任は楽しくできたのに、

ング・幼児体操教室・エアロビクス・運動療法等、様々な経験を積み、

子育て経験から、できる

自分の 3人の子どもの育児がうまくいかない。それどころか、

老若男女を問わず接することができた事は、私の財産となりました。

だけ手間をかけずにすぐ

頑張れば頑張るほど、大切な子どもたちにイライラをぶつけてし

また、
「運動療法」はまだ普及されていなかった時代でしたが、プロ

に実 践できる方法を伝えていきました。そうして、15 年間延べ

まう。
「私は母親として失格…先生になる資格もない…」そんな

グラム等も任され試行錯誤しながら作り上げ「０から１を生み出す」

2 万人以上のスポーツ選手をサポートして参りました。その経験の

風に自責の 念に 駆られる苦しい日々を送っていました。 今

事を経験したことも私の大きな土台になりました。

中で、栄養を改善することによりパフォーマンスをアップし、高校・

その後、結婚出産し育児に専念。しかし、三男の出産をきっか

大学で日本一を成し遂げた選手たちが沢山いました。

思えば、子育てだけでなく、義父母との同居・夫婦関係等、い

け」のことも多いのです。その心の「ズレ」から生まれる苦しみ

ろいろなことが負のスパイラルにはまっていて、本当に苦しい時

も、また「ズレ」が整った先に訪れる幸せも、私自身、経験し、

けに「リウマチ」を発症し、様々な治療に取り組み出会ったのが

筋肉の怪我が多くチームを離脱しがちだった大学サッカー選手

期だったなぁと感じます。

行動の目的を考えていくアドラー心理学の実践を通して乗り越え

「栄養療法」という分野でした。当初、痛くて包丁も握れなかった

は、食事指導後半年ほどで凸凹だった筋肉が質の良い筋肉に変わ

のが、なんと半年でよくなったのです。治らないといわれている

り、高いパフォーマンスを維持、その後 Jリーガーへの夢をつかみ

難病が、
「栄養」でよくなったことに驚き、勉強を始めたのが「分子

ました。そういった経験から、
「スポーツ栄養で、怪我を防ぎ 120%

整合栄養医学」という分野です。

の力を出せる健康な身体を作ることができる」という事を、もっと

それでも、私は、ありたい自分、望む家族の未来も諦めたく

てきましたので、よくわかります。

ない。自尊心がボロボロになりながらも、希望をもって進む道

とはいえ、学びも人生もまだまだ途中。そんな自分の未熟さ

を選んできました。中京女子大学の、谷岡学長やゼミの先生方、

を引き受けながら、子どもたちと関わるお仕事に携わり20 年、

学風から感じた、女性の凛とした強さとしなやかさ、明るく

この経験を宝に「親と子の心を繋ぐ専門家」として歩んでいます。

元気にチャレンジする！このイメージがはっきりと心にあったこと

現在では、私の下で学んでくださった方もリーダーとして歩み

その勉強の中で出会ったのが「スポーツ栄養」という分野でした。
実は、私自身がバスケットボールの選手だった中高時 代に怪 我

知っていただきたいと思い、「一人でも多くの人に伝えたい」とい
う想いで協会の設立に至りました。

だし、「自尊心を育む子育て・保育」
「家庭に安心できる心の

の連続で選手生命を絶たれたという悔しい経験をしました。また、

近年、トップアスリートが食改善をし、パフォーマンスアップし

私は、母としての自分も大切にしながら、自分らしさを生かし

居場所」が広がっていることをとても嬉しく思っています。来年

サッカーを頑張る 3 人の子ども達を通してジュニアスポーツ界の

たという話題がメデァでも多く取り上げられるようになりました。

て社会貢献できる自分になる！と決め、保育士とカウンセラーの

も大きく支えになっていました。

からは、現在の講座・セラピー・子育て相談に加えて、更なる

現状を知り、昔の私のように、怪我でダメになっていく選手が今で

また、先日のリオオリンピックでも日本が大活躍をし、2020 年のオリ

資格を取得し、10 年学び心を整えてきました。保育士として

女性の幸せな自立、家族の安心感を応援すべく、
「NPO 法人ウー

もたくさんいることを知ったのです。朝は菓子パンをかじり、昼食

ンピック開催に向けて日本のスポーツ界は大いに盛り上がっていき

働く中で、どんなに子どもの心を保育園でケアできても、子ども

マンプロジェクト東海」副理事としても、仲間と共に活動してい

はカップラーメン、ドーナツやフライドポテトを食べ頑張っている

ます。これから「スポーツ栄養」の分野はさらに発展していくところ

たちが 求めている心の居場所は、大好きなお母さんが いる

きます。

子供たち。そこで、まずはわが子達の為にスポーツ栄養の勉強を

です。そのような社会背景がある中、協会の理念に共感していただ

始めました。身体の外から
（健 康 運 動 指 導士として）と内から

け、同じ夢を持つ多くの「スポーツ栄養コンデイショニングアトバ

（栄養）のケアができれば、一人の人を健康に、そして「頑張りきれる」

イザー」
の皆さんが、日本全国で活躍し「健康栄養からのスポーツ

「家庭」であること、だからこそ、子どもたちの豊かな育ちのた
めに、お母様方の
「心のケア」と何より
「自尊心を育むための学び」
が必要であると痛感し、アドラー心理学の講師、今の仕事に至っ
ています。

これからも、至学館大学の卒業生であること、自分らしさに
誇りをもって、日々精進し、歩んでいきます！
！
応援、どうぞよろしくお願いいたします。私は今を信頼し、
未来の可能性を信じる存在であり続けます。

親子関係がうまくいっていない時は、どちらかが悪いのでは
なく、愛情があるゆえに、心と心が「ズレ」てしまっている「だ

身体を作る事ができると思ったのです。「健康でなければ、スポー

栄養」
を普及していってくださっています。

ツを頑張れる訳がない」のですが、「健康になりましょう」と言っ

怪我を防ぎ 120% の力を発揮できる人が増える事により、その

ても響かない。ところが、親御さんたちは非常に熱心なので、私の

選手の人生も変えられるのです。それが日本のスポーツ界の発展に

ように「知れば」わが子の為に食改善をしてくれました。

貢献し、日本の元気と笑顔に貢献することに繋がると信じ、これか

そのような経験から「スポーツ栄養」の道に進み、分子栄養学を

らも邁進していきたいと思います。

基にした『「健康栄養からのスポーツ栄養」のパイオニアになり育成

http://ameblo.jp/joining-dream/
東京都小平市「子育て講座」にて
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名鉄本館「キッズカーニバル」にて

津島市保育士総会にて

「認定講座」の様子

「関西学院大学体育会サッカー部」
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幹事の皆さん

8.6

児童学科開設 50 周年記念同窓会
（於：名古屋マリオットアソシアホテル）

昭和 40 年に家政学部児童学科が開設し50 年が経ち
ました。時安和行学科長より「健康科学部こども健康・

日時

平成 29 年 1 月 28 日（土） 11 時～

5.23

会場

高知会館

会費

2,000 円

内容

今後の計画と近況報告

昭和 44 年度短体卒 45 年ぶりの同窓会
昭和 44 年度短期大学部体育学科の卒業生が 45 年
ぶりに母校で同期会を開催。
大学職員の星田紀幸学務課長から大学の現状につい
て説明を受けたのち、懐かしい校舎を見学しました。

きました。また、今年から学園歌になった『夢追人』を

がんばれ熊本！
平成 28 年 4月の熊本地震により甚大な被害を受け
られました皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に
すみやかな復旧と復興を祈念いたします。代表の西岡
富美子さんより卒業生の被災状況についてご連絡をい
ただき、励まし合いながら頑張っているご様子を伺い

学生ボーカルの林田珠里亜さんに披露してもらい、みん

ました。同窓生一同応援しています！

なで合唱！大学の益々の発展を祈念しました。

第11回集会

ハワイ島の大自然を想像しながら、フラダンス体験をしまし
た。「花は咲く」ハワイ版で心弾ませ、皆で笑顔の花を咲か
せました。来年は、パート2 に挑戦との声も聞こえました。
沢山の仲間との出会いと楽しさが何よ
りの明日への活力に繋がり、今後も強
い絆と願っています。 代表 福田るり子
プラザ洞津にて 「花は咲く」ハワイ版

徳島県人会

若い人の参加もあり色々な意見が出てきました。今後
少しでも参加者が増え、活発に活動できることを願い
つつ散会しました。
代表

増えています。
から訪問する卒業 生が
懐かしい 母校へと遠方
します。
った一部の皆さんをご 紹介
ホームカミングしてくださ

島田

子

内容

大阪のみなさん集まって！今後の計画を企てよう。

2016.3.5

会場

「笹」 今治市栄町 2-1-3

会費

2,000 円

内容

愛媛県で初めての会合を計画しました。
ぜひ多数のご参加をお待ちしています。

代表者

村上久美子

佐伯あけみ

案内を発送します。問い合せ先：同窓会事務局

2016.3.2

第1回茶話会

「ふれあいのやかた かしも」で茶話会を開催し、近況な
ど情報交換をしました。昼からは「加子母日帰りバスツアー」
の皆さんをお出迎え。卒業生の桂川智子さんが働く「道の駅
ゆらく」のお 弁当をいただ
き懇親を深めました。昼食
後は、内木玉枝先生の生家
訪問と「明治座」を見学しま
した。
代表 中島明美

2016.1.31

第1回茶話会

学校訪問は遠くてなかなか行けませんが、学部を越え

がよく声が大きく正直で素直。飾らない話しぶりではあるが
『はちきん』の土地柄が心地よく耳に響きました。

どお話をし、ネットワークを

今後の活動について話し合いが

広げることができました。

もたれ 5 名の役員が承認されま

代表 筒井 香
JR ホテルクレメント高松にて

した。

代表 西岡勢津子
高知会館にて

愛知県人会

集合写真

2015. ９.27

第２回総会

役員数名で毎年 2 ～ 3 回集まり、情報交換したり食事

平成 26 年 11 月・茶話会・フラワーアレンジメント

会や旅行を実施したりと懇親を深めております。一昨

平成 27 年 2 月・ボウリング大会

年は「神戸ルミナリエ」、昨
年は「なばなの里」を訪ね
ました。
2016.8.7
S62・H 元年度児童学科卒業の皆さん

平成 29 年 3 月 4 日（土） 11 時～

雪まじりの日だったが盛況で一人一人の自己紹介では、はぎれ

て母校のことや日常のことな

2015.12.17
S59 年度児童学科
卒業の皆さん

本林博子

高知県人会

静岡県人会
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2,000 円

第1回集会

2016.4.28
S41・44 年度卒業生の皆さんが来校。S44 年度児童学科卒の
野田芳（旧姓 : 畑）さんは、長崎県佐世保市にある学校法人野田
学園立広田幼稚園の園長をしています。附属幼稚園を見学した
のち、時安和行先生の授業で後輩たちに想いを伝えました。

2015.11.22
S50 年度児童学科
卒業の皆さん

会費

31F
クルミ

「明治座」で集合写真

香川県人会

訃報
奥崎進先生（名誉教授）が 11月3 日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

～感想～
実習棟は明るくなり男子も一緒に学んでいる環境が羨ま
しくなりました。卒業生として安心し、誇りを感じました。
一緒に来ることが出来なかった仲間にも母校のことを宣伝
したいと思います。 昭和 57年度卒 石脇（旧姓：青木）育子

梅田阪急グランドビル
ナチュラルダイニング

サンシャイン徳島

谷岡郁子学長の就任 30 周年を祝し、サプライズ
で卒後 30 年の堀口和江さんより花束を贈呈！

2014.11.14
S57年度食品・栄養学科
卒業の皆さん

会場

岐阜県人会

2016.11.15

学校訪問・プチ同窓会

西岡勢津子
平成 29 年 2 月 18 日（土） 11 時～

日時

愛媛

2016.2.22

今後の
開催予定

日時

代表者

三重県人会

『夢追人』を学生ボーカルの林田珠里亜さん
（健康科学部健康スポーツ科学科２年生）が
左から、鈴 木 哲 太 郎先 生、 熱唱
高橋昭弘先生、奥崎進先生

代表者

大阪

教育学科」として生まれ変わった現状について解説いただ

2015
高知

2016

代表 池田澄子

8 月・知多地区集会
9 月・第 2 回総会
平成 28 年 ２月・ボウリング大会
5 月・ヤマザキマザック
11 月・名古屋地区有松絞り体験
平成 27 年 9月 29 日に総会を開催しました。代表 丹下加代子
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会員さんのけいじ板・お知らせコーナー
「一日一日、強くなる

」

伊調馨の「壁を乗り越える」言葉 新書

伊調馨 著（平成 18 年度卒業生）

◎講談社＆アルファ

「私たちの戦争

800 円+税

」

「目を覚ませ」

Well stone bros. feat. 吉田沙保里（平成 16 年度卒業生）
◎1,800 円

吉 田 沙 保 里の 本 。

1,000 円+税

科目等履修生制度とは、教養を高めたい、自己啓発のために

キャリアアップをめざす方や一般教養・専門知識を身につけ
たい方の学びを支援。社会人を対象にしたリカレント教育を

科目を履修することができる制度です。

推進する「社会人特別選抜入試」を設けています。

した単位は、学位授与機構に申請する単位として利用できます
ので、会員の皆さんにぜひ利用していただきたいと思います。
詳細は下記までお問い合わせください。

伊東真紀（短体卒業生）
◎ 3,000 円

を閲覧できます。利用される場合は登録が必要です。
詳細は大学のHP又は大学の学生進路支援室までお問い合

「霊長類最強の考え方迷わない力」
◎プレジデント社

卒業後の就職支援について
求人情報検索システム「求人 NAVI」で卒業生向け求人情報

1,300 円+税

ファーストアルバム

「Voyage」

詳しくは、大学入試・広報課までお問い合わせください。

履修料（1単位につき11,000 円）は半額となります。また、修得

「明日へのタックル！」
◎集英社

社会人入学制度

学びたいといった生涯教育の一環として、大学の特定の授業
卒業生は、入学登 録料（5,000 円） は無料となり、科目等

◎ KADOKAWA 1,300 円+税

越智久美子 著（平成 10 年度卒業生）
◎中日新聞社

学び足りないあなたへ…科目等履修生制度

吉田沙保里
CD＆ＤＶＤ

「強く、潔く夢を実現するために私が続けていること」

中京高女の学徒動員と熱田空襲

事務局だより

わせください。

1,300 円+税

同窓会を一緒に盛り上げよう！
学生サポートセンター 0562-46-1291（代表）
至学館大学 HP

● 至学館高校硬式野球部
第 69 回秋季東海地区高校野球大会で準優勝！
春の選抜甲子園出場ほぼ決定！

11 月に韓国で開催された「アジアシニアソフトテニス選手権
大会」に日本代表として出場し、団体で優勝、個人で準優勝
の大健闘！

● 平成 21 年度専攻科卒の那須野秀実さんがお店をオープン！
静岡市内でジムと整体のできるお店「加圧トレーニング &
整体 Plus+」をオープン！
詳細はこちら→ http://egaowakokokara.wixsite.com/plus

ご寄付をいただきありがとうございます
同窓会活動へご寄付をいただき、ありがとうご
ざいます。
平成 27年11月～平成 28 年 9月末までにご協力
いただいた方々のお名前を掲載させていただきまし
た。同窓会活動に有効に活用させていただきます。
今後ともご協力いただきますよう、よろしくお願い

的な人づくりをコンセプトとして活動中！
詳細はこちら→ http://c-circe.com

● 平成 18 年度健スポ卒の伊藤絵美さんと
平成 20 年度健スポ卒の山本さやかさんが、
三重の女子ラグビーチーム「PEARLS」で活躍中！
伊藤絵美さんはキャプテンとして、山本さやかさんは日本
代表選手として頑張っています！
訃報

河合清先生（名誉教授）が 11 月 24 日にご逝去されま
した。ご冥福をお祈り申し上げます。

敬称と旧姓は略

お名前（卒業年度）

お名前（卒業年度）
島田

貞子（S12）

子（S42）

山田

雅

滋子（S19）

成瀬芙美子（S42）

鷲崎

初子（S46）

中筋

美代（S22）

鰐部みさ子（S42）

上田

寛子（S47）

水谷

基伊（S22）

中島

明美（S42）

中島八代子（S47）

石川

（S45）

八重（S28）

山中みどり（S42）

飯本たかね（S53）

溝口百合子（S30）

坂本

収子（S42）

金児

祥子（S54）

矢橋

初美（S30）

興津

美穂（S42）

西山

貴子（S60）

里路

次恵（S32）

筒井

香

（S43）

今清水康代（H2）

高垣

珪子（S35）

黒田

美英（S44）

牧野亜由美（H6）

堀川

勝子（S39）

西岡勢津子（S44）

丸山

片桐

勝子（S40）

曽根

佐々木

真美（S44）

振 込 先： ゆうちょ銀行
口 座 名： 至学館大学同窓会

記
号： 12140
口座番号： 92208521

県人会の立ち上げ募集 !!
世代を超えて、学部を超えて、卒業生が集まって親睦を深め
ませんか。思い出話や職場のこと、家庭のこと、子育てのこと

る仲間を募集しています。同窓会に新しい風を吹かせてください。
興味のある方は、同窓会事務局までご連絡ください。

理恵（H7）
寬（名誉教授）

同期会・同好会などの
企画・開催の支援を行います。

など情報交換をしたり、勉強会やバス旅行などを企画してみ

以下の手順で運営を進める際、同期会などに必要な開催支

てはいかがでしょうか。設立に際しては、費用や案内状発送

援を致します。詳しくは同窓会 HP あるいは同窓会事務局へ

の支援等をいたします。やってみたい！参加したい！そんな意

お問い合わせください。

欲のある方は、ぜひ同窓会事務局までご連絡ください。

都道府県別卒業生分布図

お名前（卒業年度）

伊藤

お手数ですが、ご住所・お名前・電話番号・卒業年度をご記入いただきますようお願いいたします。
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2016.9.30 現在

小林

ご寄付のお願い
同窓会運営のためにご協力をお願いします。

公開講座、イベント情報等をお知らせしています。

● 平成 10 年度健スポ卒の小野崎あゆみさんが
スタジオ＆カフェを開業！

役員の任期は 2 年です。同窓会活動を一緒に盛り上げてくれ

浜松市内で「Studio&Caffe CIRCE」を経営し、健康で魅力

● 昭和 54 年度大体卒丹羽和紀江さんがソフトテニスで大健闘！

いたします。

http://www.sgk.ac.jp

北海道
（23）

開催支援の内容
・会員名簿の打ち出し
・宛名タグ作成や宛名印字済み封筒の提供
・会合への大学教職員の派遣依頼と調整
・会合出席者への大学出版物の配付
・同窓会室の無料貸出 etc.

平成 28 年 11 月 1 日 現在
※（ ）内は住所登録件数

青森
（12）
秋田 岩手
（19）（14）
山形 宮城
（21）
（13）

福島
新潟
（103） （20）
沖縄
石川 富山
群馬 栃木
（224）
（185）
（238） （30）
（21）茨城
福井
長野
埼玉 （29）
島根 鳥取 兵庫 （145）
（255） （54）
京都 滋賀 岐阜
山口（55）（76）
（207）
（811） 山梨 東京 千葉
（138）
福岡 （48）広島 岡山
（216）
（28）（87）（51）
佐賀（50）
（83） 大阪
（195）
神奈川
長崎（17）
愛知
奈良
静岡 （87）
大分 愛媛
（31）
香川 （156）
（33） （7,007）
（1,015）
（31）（64） （72）
三重
熊本 宮崎
徳島 和歌山（971）
高知
（28）
（23） （148） （63） （80）
鹿児島
（38）
海外（25）

そうだ！
久しぶりに集まろう！
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事 務 局 だ よ り

愛知県私立大学同窓会連合会に
加入しています
積極的に他大学との交流に努め、

同窓会

住所等変更について
住所等の変更手続きがホームページからできるようにな

年1回の理事会・総会および大学

りました。ご住所、お名前等の変更があった場合は、ホーム

見学会などに参加し、情報交換を

ページ内「住所変更届け」よりご連絡ください。なお、

しています。

住所変更は、郵便・FAX でも受け付けております。

「キャリアスタッフ登録」
「キャリアスタッフ登録」用紙を同封しました。あなたの

201

6 . De c
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No.

リオデジャネイロオリンピック 2016
史上最強「夢追人」たち 感動をありがとう！

近況をお知らせください
「会員さんの近況報告」の用紙を同封しました。

得意なこと、できることの情報を母校と共有し、卒業生

皆さまの近況をお知らせください。FAXやE-mailでも

同士のネットワークづくりに役立てます。ぜひご登録を

受け付けております。

お願いいたします。

図書、卒業証書、アルバムなどご寄贈のお願い

廃家電で東京五輪メダルを！

卒業生が執筆した図書等や卒業証書やアルバム、お写真など、学園の記録とし
て遺しておきたいと思っています。ご恵贈いただいた資料は、同窓会から学園
に引継ぎます。次世代へ繋ぐ資料として大切に保管し歴史を継承していきます。
ご協力をお願いいたします。

貴 金 属を含む使 用 済み家 電を 2020 年 の東 京
五輪・パラリンピックのメダルに活用しようと
大学と愛知県大府市が産学官連携の「2020 都市
鉱山メダル連携促進委員会」を発足させました。
家庭から回収した小型家電から金や銀、銅を取り
出して五輪メダルを作ることを目指します。詳細
は、ホームページでお知らせしていきます。

保里さん
吉田沙
に就任！
副学長

ご協力をよろしくお願いいたします！

編

集

後

記

横断幕作製など、皆様方からの応援、ご支援本当にありがとうご
ざいました。2015年に学園は創立110年となり様々な記念事業も

今夏一番に盛り上がったリオ五輪の興奮覚めやらぬ、同窓会

行われました。その様子などを、皆様に目いっぱい知って頂きたい

ＮＥＷＳをお届けします。大学、同窓会は言うに及ばず地元大府市も

と、盛り沢山の写真や記事になりました。読後の感想は如何だった

大変な騒ぎでした。
そして、女子レスリングの選手たちは期待以上

でしょうか？ 新たな目標へ皆様と一緒に頑張って行きましょう。

の素晴らしい活躍でした。女子レスリング部練習見学ツアー、壮行会、

今後ともご協力をお願い申し上げます。

（Ｙ・Ｎ）

「チーム至学館」女子レスリング全階級独占出場！

目

個人情報の取り扱いについて
同窓会では、個人情報については以下の方針で取り扱います。
1．個人情報の取り扱いについては法令その他の規範を遵守します。
2．ご本人から個人情報を開示、訂正、削除の請求がされた場合は、

その請求を尊重して対応します。
3．収集した個人情報は、同窓会会則にそった目的の範囲以外には
使用しません。
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