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外壁改修工事によって生まれ変わった白亜の9号館
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恩師と語ろう

職場訪問！活躍するOB＆OG
◆ 株式会社NTTフィールドテクノ
◆ JNC株式会社

活動レポート
◆ 同窓会活動報告
◆ 代議員会報告
◆ 決算報告・予算
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同窓生の皆様におかれましては、各分野でご活躍

のこととお喜び申し上げます。

日頃から同窓会活動にご理解とご支援を賜りあり

がとうございます。

昨年に続き、世界情勢は不安要素が消えたり・再

燃したりとめまぐるしく変化し先行きの読めない状況

で推移しています。

併せて本年は、猛暑・集中豪雨と各所で未曽有の

自然災害に見舞われ目に見えない環境の変化を経

験しています。

母校の先生方から、山下先生・山本先生におかれ

ましては春の叙勲を受章されました。

我々同窓生一同、先生方の教えを末永く後世に伝

えられるよう頑張りましょう。

来年はいよいよ同窓会設立50周年を迎えるにあた

り、現在プロジェクトチームが同窓生の方々の多くの

参加とご支援を期待して記念行事について立案中

です。

また、50周年に向けて同窓会運営方法も見直しを

図っています。

恒例となりました11月のホームカミングデーには、

ご家族・お友達お誘いあわせの上ご参加いただき

母校の発展ぶりをご確認ください。

同窓生の皆様の貴重なご意見、ご要望等をお寄せ

いただき、末永く持続できる同窓会を目指しています。

ご支援並びにご協力のほどよろしくお願いいたします。

中部大学同窓会

村 松  正 彦会長

ご あ い さ つ
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支部だより
◆ 東北支部
◆ 静岡支部
◆ 岐阜東部支部

中部大学NEWS

山下興亜名誉学事顧問（前学長、名誉教授）と
山本尚教授（総合工学研究所長）が
瑞宝中綬章を受章

「学校法人中部大学振興基金」への
ご協力のお願い

 入試インフォメーション
 中部大学教員情報
 就職インフォメーション　 　　

 同窓会TOPICS

 平成30年 役員名簿

 事務局だより
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人は大人になるまでに、たくさんの先生と出会います。その中でも、大学生時代の先生は社会へ
巣立つ前の最後の先生になります。今回の特集は、そんな先生との思い出を語り合う企画を実
施しました。皆さんもこの機会に学生時代を振り返り、先生や仲間と過ごしたあの日を思い出し
てみませんか。

巻 頭
特 集
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■高山　空手道部の51年の歴史を語る

上で決して忘れてはならないのが、当時、

創部に反対の声があったにも関わらず、故

三浦昌夫学監が我々の意向を汲んでくだ

さり、部として認めてくださったことです。

■山口　そうだな。三浦学監から「反対意

見は俺が引き受けるから、お前がサポートし

ろ」と言われて、学監が部長で、私が副部

長になって発足しました。

■高山　ですから我々は三浦学監と山口

先生の恩に報いるため、東海大会優勝を

目指して必死に練習しました。結果、準優

勝でしたがあの三浦学監が喜ばれた姿は

いまだに忘れられません。

■太田　私も辛いことがあると、学生時代

の苦しい練習を思い出しては、あの頃に比

べたらどうってことないなと思ってましたね。

■高山　そうです。だから学生には、空手で

も勉強でも何でもそうですが、ただ漠然と取

り組むのではなく、明確な目標を定めてほし

い。そうすれば正しい努力ができると思う。

■山村　私が監督に就任してからは、個々

の目標と部としての目標を設定してから練

習に取り組むようにしました。今後は、人間

形成の部分へとその枠を広げていきたい

と思っています。

■高山　人生の一番の宝は人を得ることだ

と思いますが、先生には礼を重んじて人間

関係を構築することの重要性も教えてい

ただきました。でも今の学生は、生身の人

間同士の付き合い方が未熟だと感じるの

ですが。

■太田　それは、私らの時代でもそうだっ

た。空手道部という組織に入って、互いに

汗をかき極限まで練習して、卒業するまで

やり遂げたからこそ今の自分がある。

■山口　最近は、友人という横の糸ばかり

で先輩後輩という縦の糸が弱い。でも空

手道部に入れば、長幼の序、つまり縦の糸

がしっかりしてくる。縦と横の糸があるから

一つの布を織れるんだけどな。

■太田　社会的地位とか関係なく、空手道

部の同窓で集まると、利害関係なく本音で

話せる。これは本当に素晴らしいことです。

■高山　そうですね。部に入ったことで、

大学にも帰る場所がある。新入生歓迎

会で学生に言うんですが、「虹を見たくば

雨に打たれよ」と。社会に出てもそうだと

思います。

■山村　学生の頃は、やり遂げることがど

れだけ重要かを実感してなくて、卒業して

初めて気付きました。私自身も学生時代、

卒業後、そして今監督をしているときでそれ

ぞれ見え方が違います。

■山口　「Learning by Doing」という言

葉がある。守破離の心もそうだけど、学問で

も何でも繰り返したからこそ身に付けること

ができたことを忘れちゃいけないね。

■高山　学生も先生方の言葉の真意が今

はわからなくてもいずれ気付くと思う。古い

人間と思われるかもしれないけど、礼儀は

本当に大事なこと。

■太田　今、道徳教育復活の動きもあるけ

ど、そういう精神が衰えてきているんだろう。

幸いに私らの頃は部で培うことができた。

社会に出て、仕事でも与えられた以上のこ

とをやってやろうとする精神もあったな。

■山村　学生には今、時間をしっかり管理

することが社会でも大事だと伝えていま

す。決められた時間の中でいかに効率よく

力を発揮できるか。あとは一方通行になら

ないように、コミュニケーションも大切にし

ています。

■高山　当時は主将として、空手道部とい

う組織を率いるために何が大事かを考え

てた。使命感、発言力、行動力、統率力な

どいろいろな力を学べた。そういうものを今

の学生にも一つでも多く学んでほしいね。

■山村　私自身も現役のときに、高山監督

から主将を任命されて、責任感や忍耐力

が養われました。会社でのトラブルやお客

様の対応にもひるまず誠実に対応できる

のは、部を通して培ったものだと思っていま

す。そして学生には、卒業後も空手道部に

入って本当によかったと思ってもらいたい

ですね。

■山口　そうだな。卒業してすぐは難しい

けど。

■高山　年齢を経て、じわじわと実感として

わかってくるものですからね。

■太田　でもこの歳になると特にわかる。

大学に来れば、いろいろな先生方と交流で

きるわけ。自分の卒業した大学に来られる

のは本当にうれしいことだと。

■山口　そういう意味では、空手道部を次

の世代が紡いでいってほしいな。

元 部員

空手道部

 目標を持つことでできる
 正しい努力。

 空手道部の活動を通して
 育んだもの。

空手道部 監督

2007年、人文学部日本語日本文化学
科卒業。卒業後、（株）ウッドフレンズに
入社。現在はマーケティング部で販社管
理グループリーダーとして、自社の分譲住
宅の販売管理を担う。学生時代は第39
代主将を務めた。

山村 崇 さん

空手道部 OB会長

1970年、工学部機械工学科卒業。現
在は、住宅の防水工事、害虫駆除等を行
う（株）サンコーテックの代表取締役。座
右の銘は「克己」。山口先生とは親同士
が知り合いという縁で、お付き合いは既
に50年以上。

太田 尚身 さん

撮影：1号館2階 大学応接室にて（2018年5月10日）

空
手

道
部のおまけ情報

自ら額に汗してこそ
真実はつかめる。

「部の発足当時は、まだ大学内に道場がなかった
ため、寒風吹きすさぶ中、河原で練習をしていた」。

「春日井警察がそんな部を応援してくれて、警察
の道場を時々貸してくれた」という話を山口先生が
教えてくださいました。新入生歓迎コンパと卒業生
追い出しコンパには、OBの皆さんも参加するという
縦のつながりを大切にしている空手道部。現在は、
栗濱忠司部長のもと、「流汗悟道」という言葉を大
切にしながら、日々練習に励んでいます。

空手道部 総監督

1971年、工学部建築学科卒業。現在
は、不動産の仲介を行う（株）豊栄土地
の代表取締役。2016年、山村崇・現監
督と交替して、自身は総監督に。学生時
代は第4代主将を務めた。

高山 初夫 さん

巻 頭
特 集

工学部機械工学科名誉教授。1965
年、中部大学（当時は中部工業大学）に
赴任し、その後、46年間勤め2011年3
月に退職。1967年の空手道部発足当
時は、副部長を務め、その後は部長とな
る。卒業生は私の財産と語る。

空手道部 前部長
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柳
谷

先
生のおまけ情報

巻 頭 特 集

思い思いに力を注いだ

学生生活。

■柳谷　みんな私のゼミ生だったけど、卒

業年度が違うからお互い初対面になりま

すね。簡単に自己紹介をしてもらってもい

いかな？

■松尾　はい。学生時代は音楽に夢中

で、授業より軽音楽部の活動を優先してま

した（笑）。でも音楽好きを生かして、卒論

は“音楽とジェンダー：濁音の魅力”というテ

ーマで考察。男性向けの商品CMのBGM

には濁音がよく使われていることなどを調

べました。

■柳谷　逆に子ども向けの商品はさわやか

な音だったよね。小川さんの当時はどう？

■小川　私は今、浜松に住んでいますが、

当時は浜松から出てきて2年間、新守山

駅の近くで一人暮らしをしてアルバイト

の日々でした。その合間で時々チューテレ

（放送研究会）のお手伝いをしたりしてま

したね。卒論は、絵本を題材に、そこに描

かれる高齢者のステレオタイプについて

分析しました。

■柳谷　そうそう、絵本の中のおばあさん

は、たいてい編み物をしているなど現実と

のズレがあった。最終的には100冊以上

の絵本を検討してたよね。加藤さんはまだ

記憶に新しいと思うけど、どう？

■加藤　学生時代は、大学が発行する大

学通信『ウプト』の学生編集委員として活

動しました。それが楽しくて、今はデザイン会

社でコピーライターとして働いています。卒

論は、“現代日本語における非親族への呼

称表現”というテーマで、時代によって人の

呼び方が変わっていくという研究をしました

が、苗字に「さん」を付ける呼称が一番多

く、あまり変化がなくて苦戦したのを覚えて

います。

■柳谷　一番中立的な呼び方だからね。

最近ではヘタに「ちゃん」を付けると、セク

ハラになりかねないし。

■松尾　でも、僕の勤務先では「さん」と

「ちゃん」が混在してます。その人のキャ

ラクターで判断されているのかもしれませ

んが…。

■柳谷　なるほどね。実は、今こうして卒論

について話しているけど、今後、コミュニケ

ーション学科の学生たちは卒論を書かなく

なるの。今年からプロジェクト科目という名

称になって、地域や社会に貢献したことを

活動記録として書くというカリキュラムに

変わったんだ。行動力のある学生にはこっ

ちの方が幸せかも。

■加藤　そうなんですね。私はゼミ室に籠

って論文を書くのが好きでした。徹夜明け

に「竜泉寺の湯」へ行ったりしたのはいい

思い出です。

■小川　私も卒論をみんなの前で発表した

あの緊張感は今でも覚えてる。でも、社会

人になってから人前で落ち着いて話せた

のは、あの経験のおかげだと思います。

■柳谷　この写真は小川さんの代の頃か

な。それにしても飲み会の写真ばかりだね

（笑）。

■松尾　この頃から“飲みニケーション”を

学んでいたんですね（笑）。

ネコとの共生を考える
プロジェクトを開始！
中部大学内のネコの存在は、卒業生にとって
は周知の事実。そこで、自他ともに認めるネコフ
リークの柳谷先生は、キャンパス内に放置され
増え続けるノラ猫たちの健康や命を大切にし
つつ、みんなが住みよいキャンパス環境を作り、持続的に共生を図ることを目指した「ちゅ
ぶねこ共生プロジェクト」を立ち上げました。今後は、学生有志と一緒に、他大学のネコ
サークルの視察をはじめ、日々の健康管理などを行っていくそうです。

■加藤　実はこの前も先生と一緒に飲み

ました。

■松尾　僕らの代も今、当時のゼミ仲間と会

うゼミ会を計画しているところ。でも、柳谷先

生と言えばやっぱりネコというイメージです。

■小川 ■加藤　そうそう！

■松尾　あの当時、先生が喜ぶだろうとい

うことで、レポートの隅に何かとネコの挿し

絵を入れたりした人もいましたね。

■加藤　私の代にもいました。パワポの資

料にネコのイラストを入れている人（笑）。

■柳谷　卒業アルバムにはネコと写った

写真もあったね。そういえば松尾君と小川

さんは転職したそうだけど仕事の方はどう？

■松尾　卒業後は、高校生のキャリア教育

に関わる仕事でしたが、今は、別の会社で

企業の新入社員やシニアの研修に携わっ

ています。対象は変わりましたが、キャリア

形成やワークライフバランスが大切という

ことは、以前と変わらずに伝えています。

■小川　私はアクトシティ浜松でホールや

会議室の貸出の窓口をしているので、電話

をいただければ対応するかもしれません。

■柳谷　これからはキャリア支援課や入学

センターがお世話になるかもね。今回は同

窓会誌の企画だったけど、できれば今日み

たいな卒業年度を超えたつながりができる

といいね。SNSや仕事で個々のつながりが

ある人はいると思うけど、ゼミのOB・OG会と

いった組織的なネットワークをつくりたいね。

■全員　そうですね、ぜひ、つくりましょう！

思い思いに力を注いだ
学生生活。

卒業年度を超えた
ネットワークづくりを。

柳谷 啓子 教授 元 ゼミ生

人文学部 コミュニケーション学科

年齢は違うけれど、柳谷先生のゼミ出身という共通点で集まった3名の卒業生。お互いに初対面でありなが
ら、そこはやはり同じ先生の元で学んだ同窓の仲間。学生時代を振り返れば、卒業論文やスポーツ大会、恵
那研修など自然と話は盛り上がります。ここではその内容の一部を紹介します。

撮影：名古屋キャンパスにて（2018年5月10日）

慶応義塾大学大学院文学研究科博士
課程単位取得満期退学。慶応義塾大
学文学部講師・帝京大学文学部助教授
を経て、2003年度より中部大学。専門
は社会言語学・英語学。研究テーマはメ
ディアと表現の関係。

国際人間学研究科長、人文学部長

柳谷 啓子 先生

2016年度卒

（株）シンクスデザイニングプロに入社、
社会人2年目。コピーライターとして企
画・取材・コピーライティングを行う。座右
の銘は「笑う門には福来る」。休日はライ
ブに行くなどアクティブに過ごすことを心
がけている。

加藤 里菜 さん

2007年度卒

卒業後は広告関連の企業に就職。現在
は（株）日本マンパワーで、企業の人財育
成・人財開発のお手伝いを使命とし、企
業内研修の企画提案を行っている。最
近の休日の楽しみは、自宅の防音室で楽
器を弾くこと。

松尾 拓鷹 さん

2012年度卒

前職は、浜松市消防音楽隊でクラリネッ
トを担当。現在は、浜松市文化振興財
団で、コンサートホールや会議室等の管
理・貸出の窓口業務を担当。休日は、身
体を動かしたり、舞台を観劇したりと趣味
に時間を使う。

小川 美代子 さん

巻 頭
特 集
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取締役
東海支店長

高羽 稔 さん
工学部 
機械工学科
1987年度卒

サービスサポート部
開通推進部門
開通推進担当課長

原 正実さん
工学部
機械工学科
1994年度卒

サービスサポート部
サービス戦略部門
サービス運営担当

木村 大起 さん
工学部
情報工学科
2011年度卒

名古屋南フィールド
サービスセンタ
吉田 圭汰 さん
工学部
電子情報工学科
2014年度卒

目
指
す
は
、
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る
人
間
。
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な
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成
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快
適
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け
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よ
う
に
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お
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ま
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近
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存
在
が
魅
力
で
す
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いつでも安心して使っていただける情報ライフラインを築き、支え続ける仕事に真摯に向き合う。
お客さまの心をつなぐ、地域の絆を守る「安全・安心な社会づくり」に貢献しています。

株式会社
NTTフィールドテクノ
会社概要
NTT西日本が100％出資する設備系のグルー
プ会社。電気通信設備（IP装置、交換装置、
電柱、通信ケーブル等）に関わる構築から
メンテナンスを実施。「つながる毎日・つなが
る未来」を企業理念として、西日本エリア30
府県を6つの支店（東海・北陸・関西・中国・
四国・九州）でカバーしている。従業員数は
19,000名からなるエンジニア集団。

年齢もキャリアもバラバラですが、みんなで情報交換しています。

（所属は平成30年6月現在）

■本社所在地
〒534-0024
大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82
NTT西日本新京橋ビル

NTT西日本グループの100％
出 資 会 社 の 株 式 会 社 N T T
フィールドテクノ。さまざまな
部署で活躍する卒業生にお話
を伺いました。

活躍する
OB＆OG

ー 事業内容を教えてください。
高羽　NTTビル内にあるIP装置や交換装置、

屋外の電柱や通信ケーブル等の電気通信設

備に関わる構築からメンテナンスまでを手掛

けています。私たち東海支店は愛知・静岡・岐

阜・三重の4県を担当しており、NTT西日本の

通信サービスをお客さまに快適にお使いいた

だけるよう技術面で支えています。通信設備

は膨大なボリュームがありますから、確実な

設備管理はもちろんのこと、タイムリーな更改

を進めるといった、安心・安全で効率的な運

用を目指しています。

ー 仕事で大切にしていることは？
高羽　社員が進める施策やプロジェクト、ま

た、全社的な方針を踏まえて支店としての方

針を推進していくことが私の役割です。そのた

め心に留めているのは、物事を損得ではなく

善悪で判断すること。これはある人の言葉で

すが、お客さまや組織にとって善いのか悪い

のかで判断することを大事にしています。

原　電気通信サービスをお客さまへ提供するた

めの開通工事のマネジメントをしています。施策

が展開できているか、品質の良いものをきちんと

お客さまへ提供できているかなどの全体を見る

役割を担っています。仕事をする上で心がけてい

るのは、やはりお客さま目線を大事にすること、そ

して、仕事の目的や意義を明確にしてから仕事

をすること。また、課題や困難があっても諦めず

に粘り強く取り組むことを大切にしています。

木村　私は、開通から保守までを担うサービ
スサポートという部署で統括を行っています。

計画が達成されているがどうかヒアリングを

行ったり、計画が順調に進むようにさまざまな

施策を考えたりしています。立場上、取りまと

めが多いため、スケジュール管理を重視して、

現場に無理がないようなスケジューリングや、

円滑に業務が進むように気を付けています。

吉田　電話やインターネットが使えなくなっ

たなどのお困りごとに対して、お客さまのお宅

へ伺い、どこが悪いのかを素早く特定して修

理や復旧するのが私の仕事。ときには公衆電

話の修理もしています。つながって当たり前

の通信環境。故障に対応する作業員によって

NTTの印象が決まってしまうので、良い印象を

もってもらえるように心がけています。

ー 学生時代の思い出を教えてください。
高羽　入学した1984年は、ちょうど中部工業

大学から中部大学へと名称変更した年でし

た。そんな記憶とともに印象に残っているのは、

「工学基礎実験」の授業です。非常に厳しく、

そのおかげで現在の戦略立案の礎が築けた

と思っています。一方、部活動は少林寺拳法

を4年間続けたことで、7人の同期は今でも年

に一度は会う仲間になっています。

原　私は、自らサークルを立ち上げた経験が

思い出です。当時流行っていたアウトドアの

サークルをつくり、20人くらいの組織の長を務

めました。多様な意見を取りまとめながら物事

を進める経験は今に生きていると感じます。ま

た長期の休みは、測量のアルバイトを通して、

社会の先輩とコミュニケーションを図り、仕事

の難しさを知ることもできました。

木村　当時は情報工学科で、通信関係の研
究室に所属。光ファイバーを研究して通信の

面白さにハマり、当社を受験しました。また、大

学祭実行委員会では、1年次から情報宣伝部

に配属され、企業へ物品協賛の依頼に行か

せてもらいました。その際に企画書を作成し、

プレゼンしたことは今の仕事にも役立ってい

ると思います。3年生では副委員長として大学

祭の運営に力を注ぎました。

吉田　卒業研究です。超伝導物質の研究で

は、材料をこねたり焼いたりしてさまざまな物

質をつくるのですが、焼くのに半日から一日か

かるので、研究室の仲間と大学に泊まり込ん

で研究したことを思い出しますね。試行錯誤

しながら没頭したのはいい経験でした。

ー 今後の目標を教えてください。　 

高羽　今後は通信設備の構築や保守だけで

はなく、培ってきたノウハウを生かした新たな

ビジネス分野へ挑戦するとともに、業務の工

夫による生産性向上や働きやすい環境づくり

にも力を入れていきます。一方で、今大切にし

ているのが社内における中部大学出身者のつ

ながりです。8年前に同期（石原 徹、佐藤 明）

とともに、大学の校歌にちなんで「桃園の夢

会」をつくりました。グループ内に約80名いる

中部大卒の社員の内、現在約35名で、年3、4

回、親睦を目的とした懇親会を開いています。

会の理念は、大学の建学の精神「不言実行、

あてになる人間」を目指すことを合言葉にした

向上心。この先も継続して開催していきます。

ここが
イチ押し！

職場訪問！ Vol.1

NTTフィールドテクノ東海支店は、東海4県域
（愛知県・静岡県・岐阜県・三重県）を担当して
おり、約400万のお客さま（光サービスと電話サ
ービスの合計）に快適な情報通信サービスをご
利用いただけるよう日々技術を磨いている。具体
的には東海エリアには約60のサービス拠点があ
り、通信設備のメンテナンスをはじめ、各種通信
サービスの開通業務、更にはお客さまサポート
に関わるコールセンタも有している。

 私たちは、

中部大学の

 卒業生です！

株式会社
NTTフィールドテクノ
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JNC労働組合
中央執行委員長

渡邉 雅美さん
大学院工学研究科 
工業化学専攻
1995年度卒

何
事
に
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
！JNC株式会社

1906年の創業以来、「優れた技術で社会の進歩に貢献する先端化学企業」として、

常に一歩先行く技術と製品を創り出し、社会の進歩とともに歩み続けています。

JNC株式会社

JNCグループは、高度情報化社会に不可欠な
あらゆる素材を提供する「機能材料分野」、地
球環境との調和を実現する「エネルギー・環境
分野」、さらには、暮らしや産業に貢献する「加
工品分野」、「化学品分野」での益々の発展を
目指しています。

日本の化学産業をリードする
JNC。東京駅丸の内北口から徒
歩3分の絶好のロケーションに
位置する本社でお話を伺いま
した。

― 事業内容を教えてください
JNC株式会社は、1906年に創業した曾木電

気株式会社、後のチッソ株式会社の事業承

継会社です。現在は、液晶や有機EL等の機

能材料、合成樹脂、複合繊維、化成肥料、バ

イオケミカル製品等の製造販売、及び水力、

太陽光などクリーンエネルギーの電力事業

等を行っています。

― 仕事内容を教えてください。
渡辺誠教授の指導を仰いでいた在学中に、

チッソとの共同研究の案件があり、そのとき

にお会いしたチッソの社員と社風に良い印象

を持つとともに、自分の研究を継続したい強

い気持ちもあり、入社を決めました。その後、

入社してからは、難燃剤や不織布の研究・開

発に携わりましたが、現在はJNCグループで

働く従業員の代表として、労働組合の中央執

行委員長を務めています。働く仲間の意見を

聴き、より良い会社になるような提案、組合員

の幸せを実現するためのお手伝いをするの

が仕事です。よく耳にする「春闘」や「労使交

渉」を代表者として行っていると言った方が

わかりやすいかもしれませんね。

― 仕事で大切にしていることは？
常に相手の立場に立って考えること、偏った

考え方をせずに多角的な視点で物事を考え

ること、そして何よりもコミュニケーションで

す。私の仕事は働く仲間の意見を集約して、

会社に伝えてより良い職場環境を構築するこ

と。困っていることや改善してほしいことなど、

いろいろな意見を出してもらえるような環境

を整えていく上で、この3つは大変重要です。

― 仕事のやりがいは？
交渉結果が納得できるレベルだったとき、

組合員さんから「頑張ったね」と声を掛けら

れたときですね。いろいろな相談や苦情を

寄せられることもありますが、丁寧に対応し

て解決できたときや問題解決に向けて前進

したときには良かったなと思います。すべて

は、最後に組合員さんの笑顔や温かい言葉

があれば、どんなに苦労したとしても喜びや

達成感があります。

― 今後の目標を教えてください。
まずは、従業員の視点で会社経営をチェック

できるような人材を育成して、会社のさらな

る発展に貢献できる組織（労働組合）を構築

していくことです。会社や組合員に「労働組

合があって良かった」と思ってもらうことがで

きれば、とても幸せです。そして、私もいつか

は現在の職を退任し、会社業務に戻ると思い

ますが、そのときに、会社の次の柱となるよう

な新しい事業に関わり、事業の成長していく

過程に携わっていくことが目標です。

― 同窓の仲間とのつながりはありますか？
当社には現在、私以外に1名の卒業生が在籍

しています。四日市工場の工場長を務めてお

り、その先輩には入社当時から良くしていた

だき、今でも飲みに行くこともあります。偶然

ですが、その先輩は同じ工業化学科卒で研

究指導も渡辺教授でした。一方、会社以外で

も、帰省した際には同級生と飲みに行ったり、

ゴルフに行ったりしています。

― 学生時代の思い出を教えてください。
同級生との飲み会、夏は若狭湾や内海など

へ海水浴、冬は木曽福島やダイナランドへス

キーに行くのが定番でした。4年次には、研

究室の仲間や博士課程の先輩ともスキーへ

行き、交流を深めました。また、工学部でした

が、院生時代にTA（ティーチング・アシスタン

ト）として文系学科の講義をお手伝いする機

会があり、他学科の学生や先生と知り合うこ

とで、人とのコミュニケーションの大切さを教

えてもらいました。化学の基礎はもちろんで

すが、当時学んだ人との接し方や後輩の育成

方法などは今の仕事にも生きています。ただ、

安全対策については、企業は非常にシビアで

すから、化学業界等へ進む学生さんは、肝に

銘じておいてください。

― 同窓生へメッセージをお願いします。
自分の意見を相手にわかりやすく伝えるコ

ミュニケーションはもちろん大切ですが、私

が伝えたいのは、つまらないプライドは捨て

て、人の話はよく聞き、視野を広く持つこと、

そして、何事にもチャレンジする精神を忘れ

ないことです。失敗を恐れて、チャレンジし

ない人よりも、チャレンジして失敗し、何か

を見つけた人の方が何倍も成長します。当

社には失敗を次につなげて活かす社風があ

ります。

ここが
イチ押し！

職場訪問！ Vol.2

活躍する
OB＆OG

会社概要
■本社所在地
〒100-8105
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル9階

■創業
1906年1月12日

■設立
2011年1月12日

■従業員数 （2018年3月31日現在）
3,419名（チッソ株式会社 連結）

新大手町ビル

市原製造所

川辺川第二発電所
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懐かしのフォークソングで会場
を盛り上げてくれた、東濃地区で
活躍するおやじバンド「吾林寿（あ
りんす）」の皆さん。ギター・ボーカ
ルの宮嶋茂年さん（土木工学科・
1975年度卒）と高木省吉さん（電
気工学科・1972年度卒）は中部大
学の出身です。

Home  
Coming
Day

同窓会活動報告　2017.10 〜 2018.9 同窓会では、年間を通じてさまざまなイベントを行っています。
その一部を写真とともにご紹介します。

ホームカミングデー
2017年11月5日（日）
第1学生ホール ほか
1,422名（会員家族を含む）

 2018.11.4（日）※大学祭は11月2日〜4日開催時間／10：30〜15：00頃まで場所／第1学生ホールほか

福引き大会の冒頭で、飯吉理事
長からは、鶴舞の名古屋キャン
パスを学園のシンボルとなる建
物に建て替えたいとご挨拶があ
り、また、石原学長からは、ノー
ベル賞候補に挙がった本学の
先生の名前を紹介し、中部大学
の世界展開を図っていきたいと
お話がありました。

「特別賞（3万円のマリオッ
トアソシアホテルギフト
券）」の抽選を学長が行い、
機械工学科の卒業生が当
選しました。

親子で中部大学を卒
業し、当日二人揃って
参加してくださった親
子に「親子賞（1万円の
全国共通お食事券）」
が贈られました。

大きな杵に戸惑いながら
も、楽しそうに餅をつく子
どもたち。餅つき大会での
チャリティ募金と大学グッ
ズ販売の売上総額47,098
円を春日井市社会福祉協
議会へ寄付いたしました。

機械工学科1986
年度卒業のタレン
ト宮本忠博さんに
よる司会進行。

計206本の賞品が当たる
福引き大会。今回の福引
き大会も「会長賞（上限5
万円の旅行券）」の当選
発表で幕を閉じました。

第1学生ホールに
設けた「ちびっこ広
場」は、たくさんの
家族連れで賑わい
ました。

思い出多きキャンパスで
近況を語り、楽しむ1日。

第38回ホームカミングデーは、約1,400名の同窓生

とそのご家族の皆さんにご参加いただきました。恒

例の餅つき大会にはたくさんの親子連れが行列を

作り、福引き大会の会場には、開始1時間前から大

勢の皆さんが集まりました。旧友と近況を報告し合

うひとときを過ごした後、13時に抽選がスタート。

当選番号が発表される度に歓声とため息に包ま

れ、会場は大いに盛り上がりました。ホームカミン

グデー開催にあたり、ご協力いただきました皆様に

は、この場をお借りして御礼申し上げます。そして

今年も、多くの同窓生の皆様のご来場をお待ちし

ています。 大学祭と同時開催！
ご家族同伴大歓迎！

次回のご案内

日 時

場 所

参 加 者

第39回 ホームカミングデー
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同窓会活動報告　2017.10 〜 2018.9 同窓会では、年間を通じてさまざまなイベントを行っています。
その一部を写真とともにご紹介します。

優秀な成績をたたえて、
盛大に表彰。
課外活動において優れた成績をあげたクラブ、努

力したクラブなどをたたえるクラブ活動表彰。毎年

12月に行われ、2017年度は9団体と35名の個人を

表彰しました。各クラブの学生がユニフォーム姿で

出席するなど、会場は熱気に包まれました。

■ 平成29年度同窓会クラブ活動表彰 受賞者

クラブ活動表彰授賞式 2017年12月6日（水）
中部大学体育館・講堂

日時

場所

■ 硬式野球部
 ・第66回全日本大学野球選手権大会 出場

■ ラグビー部
 ・第67回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会 
   優勝

■ ハンドボール部
 ・高松宮記念杯男子第60回平成29年度
   全日本学生ハンドボール選手権大会 出場
 ・平成29年度第56回西日本学生ハンドボール
   選手権大会 3位

■ フライングディスククラブ
 ・第28回全日本大学アルティメット選手権大会 出場

■ 卓球部
 ・第87回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部） 
   出場

■ 陸上競技部
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技対校選手権大会
 （4×100mリレー・4×400mリレー）出場

■ 剣道部
 ・第65回全日本学生剣道優勝大会 出場
 ・第36回全日本女子学生剣道優勝大会 出場

■ 弓道部
 ・第64回全日本学生弓道王座決定戦 出場
 ・第29回全国大学弓道選抜大会 出場

■ 空手道部
 ・第61回全日本学生空手道選手権大会
   （男子団体組手）出場

団体の部

個人の部 特に功績が認められたもの

■ ハンドボール部
 坂元 孝一（機械工学科4年）
 ・第56回男子西日本学生ハンドボール選手権大会
   優秀選手賞

■ 卓球部
 世古 美鈴（幼児教育学科2年）
 ・天皇杯・皇后杯平成28年度全日本卓球選手権大会 
   出場

 岡田 健汰（経営総合学科1年）
 ・第84回全日本大学総合卓球選手権大会 出場

■ アーチェリー部
 岩越 恭子（環境生物科学科4年）
 ・第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 出場

■ 剣道部
 園井 稜人（経営学科3年）
 ・第65回全日本学生剣道選手権大会 出場

 堂前 惟筒（スポーツ保健医療学科2年）
 ・第65回全日本学生剣道選手権大会 出場

 野中 貴斗（スポーツ保健医療学科1年）
 ・第65回全日本学生剣道選手権大会 出場

 本多 康生（歴史地理学科4年）
 ・第64回全日本学生剣道東西対抗試合 出場

 小島 真世（経営総合学科2年）
 ・第51回全日本女子学生剣道選手権大会 出場

■ 弓道部
 佐藤 新（情報工学科3年）
 ・第65回全日本学生弓道選手権大会 出場

 竹下 徹（歴史地理学科4年）
 ・第65回全日本学生弓道選手権大会 出場

 山内 研人（歴史地理学科3年）
 ・第64回全日本学生弓道王座決定戦 出場

 田坂 賢（歴史地理学科4年）
 ・第65回全日本学生弓道選手権大会 出場

 山田 佳那太（経営総合学科1年）
 ・第65回全日本学生弓道選手権大会 出場

■ 空手道部
 原田 将一（都市建設工学科4年）
　・第61回全日本学生空手道選手権大会 出場

 石田 妃美（幼児教育学科4年）
　・第61回全日本学生空手道選手権大会 出場 

■ 硬式野球部
 纐纈 甲太朗（国際関係学科4年）
 ・平成29年度愛知大学野球春季リーグ戦 
   最優秀選手賞

 下村 崇将（経営学科3年）
 ・平成29年度愛知大学野球春季リーグ戦 打撃賞

■ バスケットボール（女子）部
 富田 愛理（英語英米文化学科2年）
 ・第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 優秀選手賞

■ 陸上競技部
 丹羽 祥也（電気電子工学専攻1年）
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（400m）出場

 中島 啓輔（スポーツ保健医療学科3年）
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（800m）出場

 名波 早百合（歴史地理学科3年）
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（800m）出場

 岡戸 祐太（都市建設工学科2年）
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（400mH）出場

 志村 和香奈（作業療法学科2年）
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（走幅跳・400m）出場

 宮田 早記（食品栄養科学科2年）
 ・秩父宮賜杯第70回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（400mH）出場

■ 卓球部
 森 康貴（経営情報学科4年）
 ・第2回オール西日本学生卓球選手権大会 出場

 高橋 宏昌（歴史地理学科4年）
 ・第2回オール西日本学生卓球選手権大会 出場

 泉川 香雪（心理学科4年）
 ・第2回オール西日本学生卓球選手権大会 出場

 名倉 唯（経営情報学科3年）
 ・第2回オール西日本学生卓球選手権大会 出場

 牧野 美穂（スポーツ保健医療学科3年）
 ・第2回オール西日本学生卓球選手権大会 出場

■ トライアスロン部
 山本 芽張（食品栄養科学科4年）
 ・2017日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 
   出場

 有賀 哉人（スポーツ保健医療学科2年）
 ・2017日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 
   出場
■ 水泳部
 長井 悠弥（心理学科4年）
 ・第93回日本学生選手権水泳競技大会
   （50m自由形）出場

 池田 実咲（理学療法学科2年）
 ・第93回日本学生選手権水泳競技大会
   （50m自由形）出場

 近藤 史隆（ロボット理工学科2年）
 ・日本シンクロチャレンジカップ2017
   （男子ソロフリールーティン）出場

新代議員委嘱式

30名の新代議員が
誕生しました。
平成29年度卒業生の中から各学科1名の代議員を選

出し、委嘱状を交付しました。今年はロボット理工学

科が初めて卒業生を送り出すことから、新代議員の人

数は全員で30名。委嘱式の後は、理事代表と新代議

員との間で自己紹介を交えた懇親会を開催しました。

■ 平成29年度卒新代議員

機械工学科 渡邊　友貴 経営会計学科 河合　紗希 環境生物科学科 立木　宏明

電気システム工学科 浅岡　厚宏 国際関係学科 鈴木　太一 食品栄養科学科 関川　達志

電子情報工学科 佐藤　勝哉 国際文化学科 早川　真央 生命医科学科 堀　　若菜

都市建設工学科 森　　瑞樹 中国語中国関係学科 小方ひかり 保健看護学科 藤本　祐也

建築学科 牧野　正樹 日本語日本文化学科 西尾　拓也 理学療法学科 中島　千晴

応用化学科 星　　光紀 英語英米文化学科 山本　優花 作業療法学科 服部　風我

情報工学科 深尾　佳史 コミュニケーション学科 金田　達也 臨床工学科 平田　拓海

ロボット理工学科 牧野　統裕 心理学科 安藤　実羽 スポーツ保健医療学科 高須　公介

経営情報学科 池田　温香 歴史地理学科 金田実沙子 幼児教育学科 丹羽　　瞳

経営学科 大岩　真巧 応用生物化学科 荒尾　佑樹 現代教育学科 平野　勝洋

2018年2月6日（火）
中部大学2号館1階PSホール

日時

場所

中部大学同窓会では、大学で行われるさまざまなイベントの際に、

在学生へオリジナルグッズを寄贈しています。今年も卒業式や入

学式ではオリジナルUSBを、また5月末に開催した、春日井キャンパ

スから恵那の研修センターまで夜を徹して歩く「ナイトウォーク」で

は、参加者全員にLED懐中電灯を配布。また、6月の「全学学科対

抗スポーツ大会」ではスポーツタオルを贈呈しました。

同窓会オリジナルグッズを寄贈
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同窓会活動報告　2017.10 〜 2018.9 同窓会では、年間を通じてさまざまなイベントを行っています。
その一部を写真とともにご紹介します。

中部大学同窓会では、中部大学に在籍する大学院生、学部学生が自己の学業・研究成果を発表する場合の一助として、研究

発表援助費を支給しています。国内の学会、協会等が主催する全国大会、年次大会、シンポジウム（いずれも全国規模に限る）

および海外の学会、協会などが主催する世界規模の研究発表会を対象とし、審査のうえ、援助費対象者と認められた場合に

10,000円を支給しています（年間一人1件）。

200名の学生に奨学金を授与。
毎年、同窓会では育英奨学金を授与しています。2年生以上が対象で、学業成績、人物などを評価のうえ決定しています。

奨学金授与式

2017年度学業・研究発表援助費支給者（2017年4月～2018年3月）

2018年7月10日（火）
アクティブホール（不言実行館1階）

日時

場所卒業記念パーティー

各学科の記念パーティーに協賛。

2018年3月23日（金）
各会場　◆参加者 ：1,801名

日時

場所

2018年3月23日の卒業式後、毎年恒例の各学科の卒業記念パーティーが、学生ホールをはじめ、春日井市内や名古屋市内の

各ホテルで開催されました。パーティー会場には、会長や理事も参加し、新たに同窓会員となる後輩たちへ、同窓会の紹介ととも

にお祝いのメッセージを贈りました。また、今年もパーティーの費用の一部を同窓会が支援し、記念品も進呈しました。

大学院 学部

益 田 晃 太 郎
真 柄  光 志
道 谷  一 貴

建設工学専攻

伊藤  健介
村 瀬  将隆
中島  勇介

応用化学専攻

松 尾 菜 々子
伊藤  遼 馬
眞野  雅 広
下村  篤暉
近 藤  祐未
奥山  裕 平

夏目  朋 晃
小原  慶 也
加藤  貴嗣
佐 野  潤太
金 森  雅和
沢 柳　　大
澤本  佳 佑
藤 井沙 也加

情報工学専攻

塩田  陽 也
松 井  勇輝
松 井  真 秋
椎名登 紀子
溝口  友 喜
大 音　　翼

大 岩  大夢
高田  陽 平
村田  征隆
宇佐 美 裕康
黄 磊
松澤  裕 太

 応用生物学研究科

応用生物学専攻

神 谷  美 沙
日下 部 純 平
柳 瀬  亜 美
猿 橋 保乃佳
八 木  啓介
小澤  壮 太
浜口  昂大

小池  悠斗
澤之 向大 希
塚 本 めぐみ
丹羽  悠 菜
青山  広 樹
高 岸 　 　 黎
白井  愛 海
高倉精 一郎
鳥谷  采 加
中村  圭 那
野 寺菜 美 子

 生命医科学研究科

生命医科学専攻

上 瀬  茉美

 工学研究科

電気電子工学専攻

近 松  晃 仁
大 月  康 平
赤 塚  弘 恭
御 宿  祐 也
河 村  尚 輝
尾 崎　　 真
澤 田  竜 馬
渡 邉  徳 宏
村 松  智 章
和 田  安 理
森 山　　 誠
堀 田  将 也
柴 田  啓 介
甲 斐　　 翼

 工学部

機械工学科

渡 邊  友 貴

電気システム工学科

石川  裕真
渡 邉  広泰
大橋  俊 紀
松 本  拓馬

応用化学科

渡 邉  将太

ロボット理工学科

高 取  昇悟
大 塚 　　剛

 応用生物学部

環境生物科学科

岩越  恭 子

 生命健康科学部

臨床工学科

永田  夏 海

 2018年度
同窓会育英奨学金
学年別給付実績

93名4年生

72名3年生

35名2年生
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同窓会が末永く活動できる

体制の整備をめざして。

母校との絆、そして会員相互の

親睦を深め合うひととき。

　司会の川尻則夫副会長による開会宣言の後、村松正彦会長が挨拶に

立ち、同窓会50周年記念事業について検討している旨および同窓会の

規約の洗い出し等を行っていることに触れました。その後、理事会推薦

による渡辺敬一理事の議長選出に同意が得られ、議長が出席状況の報

告と本会の成立を宣言し、各議案の審議へと移りました。

　第1号議案では、本部役員の改選について、村松会長が、副会長2名

の退任にともない、石田智久理事と小澤寿行理事を副会長に、また理

事欠員にあわせて1名の理事を選出、さらに2名の学科選出代議員を提

案し、拍手多数で承認されました。

　続けて第2号議案の平成29年活動報告、第3号議案の平成29年決算

報告、監査報告の審議を行い、いくつかの質疑応答を経て、審議の結

果、拍手多数をもって承認されました。

　第4号議案の平成30年活動計画案では、村松会長が50周年の具体的

内容の検討を進めていくことや同窓会が末永く活動できる体制を整備し

ていくことを説明。その後、第5号議案の平成30年予算案、第6号議案の

平成29年度卒新代議員委嘱について説明があり、いくつかの質疑応答

を重ねた後、拍手をもって承認され、代議員会は閉会となりました。

　懇親会は、大学より7名の来賓をお迎えし、舟橋直司理事による司会

進行でスタート。同窓会発展のために一歩ずつ前へ進んでいきたいと

いう村松会長の挨拶の後、飯吉厚夫名誉顧問が、大学が抱える2018年

問題に触れ、大学の同窓会がリーダーシップをとって併設校の同窓会

との連携を密にしていただきたいと話されました。

　続いて石原修名誉会長は、大学の近況報告として、2年続けて志願

者数が2万人を超えた実績や研究面においても大学への注目度が上

がっていることなどに触れ、学園としての結びつきをさらに強めていき

たいと語りました。その後は、新たに就任した小澤副会長が同窓会の

発展を祈念して乾杯のご発声。各テーブルでは歓談の輪が広がり、親

睦を深め合う様子が見受けられました。中締めは、三重支部の錦金則

支部長による一丁締めが行われ、恒例の校歌斉唱でフィナーレへ。理

事と平成29年度卒の新代議員が壇上に上がり、全員で校歌を歌い、今

年の懇親会も盛況のうちに幕を閉じました。

1 同窓会50周年に向けて準備の年
・50周年の具体的内容の検討と実行計画の策定
・会員各位への協力と支援の要請
・末永く活動できる体制整備
 （昨年までは持続発展可能な同窓会に向けて）
 【会則等の改正・組織、運用体制の再整備】
 【本部・支部・その他】

2 母校周年事業への支援
・学園設立80周年事業への支援

3 不言実行館アクティブプラザの活動支援
・人的資産の収集と提供

4 同窓会の知名度向上策の継続実施
・同窓会ホームページの運用
・在学生に対するPR方法
 【昨年と同様なPR活動実施】
 【日頃のクラブ活動への支援】

5 財政状況の再分析と対応策の確立
・活動資金内容の分析と対応

6 各支部活動について
・支部活動に対する支援内容の見直し
・在学生への支援活動に対して積極的な参加を要請
・各支部間の情報共有化

7 会員名簿の管理・運用方法の確立
・名簿発行を中止し、今後の会員情報の把握と維持方法の確立

8 「寄付」事業について
・機会あるごとに地道なPR活動を実施

代議員会　◆　15時00分〜16時30分（葵・泉の間）

平成30年3月24日（土）、ホテル名古屋ガーデンパレスにて、

平成30年中部大学同窓会代議員会が開催されました。

今年も多くの役員、代議員の皆様にご出席をいただき、

すべての議事を無事進行、終了したことをここにご報告いたします。

懇親会　◆　17時00分〜19時00分（栄・泉の間）

平成30年 中部大学同窓会

代議員会報告

平成30年活動計画
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経常費関係
単位：円

項目 平成29年予算額 平成29年決算額

収入の部

経常費繰越金 経常費前年度繰越金 2,014,238 2,014,238

会費 終身会費 99,900,000 102,800,000

雑収入

預金利息 1,000 20

ドーム入場券 500,000 470,000

代議員会懇談会参加費 420,000 288,000

その他 10,000 746,250

小計 931,000 1,504,270

収入合計　 102,845,238 106,318,508

支出の部

会議費

総会費（代議員会費） 2,500,000 1,948,885

役員会費 510,000 171,550

役員旅費 3,680,000 2,911,060

小計 6,690,000 5,031,495

渉外費

来賓接待費 100,000 0

渉外交際費 220,000 613,880

小計 320,000 613,880

本部事業費

会誌等刊行費 7,000,000 6,339,889

新卒名簿刊行費 1,000,000 979,544

会員援助費 1,500,000 1,483,000

支部助成費 5,000,000 4,897,072

その他 250,000 146,664

小計 14,750,000 13,846,169

母校援助費

卒業記念パーティー費 4,000,000 3,546,000

ホームカミングデー 2,340,000 1,958,925

学業・課外活動奨励費 22,150,000 23,085,944

その他 1,660,000 548,815

小計 30,150,000 29,139,684

人件費

事務員給料 7,300,000 7,077,947

アルバイト料 70,000 63,000

小計 7,370,000 7,140,947

事務運営費

通信運搬費 5,300,000 4,894,772

諸印刷費 2,200,000 1,337,195

事務運営システム費 1,500,000 1,508,020

備品費 0 0

消耗品費 250,000 110,184

保険料 100,000 92,909

小計 9,350,000 7,943,080

事業積立金

事業運営積立金 2,900,000 6,000,000

名簿積立金 2,000,000 2,000,000

育英奨学積立金 13,000,000 20,000,000

小計 17,900,000 28,000,000

返金
終身会費返金 10,000,000 8,400,000

小計 10,000,000 8,400,000

雑費

慶弔費 100,000 34,560

卒業証明書援助費 1,000,000 778,600

振込手数料 1,200,000 1,102,309

その他 10,000 742,508

小計 2,310,000 2,657,977

予備費
予備費 4,005,238 435,066

小計 4,005,238 435,066

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0 3,110,210

小計 0 3,110,210

支出合計　 102,845,238 106,318,508

経常費関係
単位：円

項目 平成30年予算額

収入の部

経常費繰越金 経常費前年度繰越金 3,110,210

会費 終身会費 99,920,000

雑収入

預金利息 100

ドーム入場券 500,000

代議員会懇談会参加費 300,000

その他 10,000

小計 810,100

収入合計　 103,840,310

支出の部

会議費

総会費（代議員会費） 2,200,000

役員会費 200,000

役員旅費 3,000,000

小計 5,400,000

渉外費

来賓接待費 100,000

渉外交際費 500,000

小計 600,000

本部事業費

会誌等刊行費 7,000,000

新卒名簿刊行費 0

会員援助費 1,500,000

支部助成費 5,500,000

その他 200,000

小計 14,200,000

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,600,000

ホームカミングデー 2,200,000

学業・課外活動奨励費 22,500,000

その他 1,600,000

小計 29,900,000

人件費

事務員給料 7,100,000

アルバイト料 70,000

小計 7,170,000

事務運営費

通信運搬費 5,000,000

諸印刷費 1,500,000

事務運営システム費 1,500,000

備品費 0

消耗品費 200,000

保険料 100,000

小計 8,300,000

事業積立金

事業運営積立金 3,000,000

名簿積立金 0

育英奨学積立金 20,000,000

小計 23,000,000

返金
終身会費返金 10,000,000

小計 10,000,000

雑費

慶弔費 100,000

卒業証明書援助費 1,000,000

振込手数料 1,100,000

その他 10,000

小計 2,210,000

予備費
予備費 3,060,310

小計 3,060,310

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0

小計 0

支出合計　 103,840,310

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 平成29年予算額 平成29年決算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 241,140,042 241,140,042

事業運営当年度積立金 2,900,000 6,000,000

周年記念事業 0 0

事業費その他（国債償還金） 0 0

小計 244,040,042 247,140,042

雑収入

利子 50,000 80,230

国債利金 500,000 508,110

小計 550,000 588,340

収入合計　 244,590,042 247,728,382

支出の部

事業費

母校周年事業費 0 0

周年記念事業 0 0

事業費その他 0 10,000,000

小計 0 10,000,000

事業運営次年度繰越金 244,590,042 237,728,382

支出合計 244,590,042 247,728,382

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 平成29年予算額 平成29年決算額

収入の部

事業運営事業費

育英奨学前年度繰越金 50,509,870 50,509,870

育英奨学寄付金 0 0

育英奨学積立金 13,000,000 20,000,000

収入合計　 63,509,870 70,509,870

支出の部

事業運営事業費
育英奨学積立金支出額 20,000,000 19,761,000

次年度繰越金 43,509,870 50,748,870

支出合計 63,509,870 70,509,870

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 平成30年予算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 237,728,382

名簿刊行費からの繰越金 15,286,087

事業運営当年度積立金 3,000,000

周年記念事業 0

事業費その他（国債償還金） 0

小計 256,014,469

雑収入

利子 34,000

国債利金 508,110

小計 542,110

収入合計　 256,556,579

支出の部

事業費

母校周年事業費 20,000,000

周年記念事業 1,000,000

事業費その他 0

小計 21,000,000

事業運営次年度繰越金 235,556,579

支出合計 256,556,579

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 平成30年予算額

収入の部

事業運営事業費

育英奨学前年度繰越金 50,748,870

育英奨学寄付金 0

育英奨学積立金 20,000,000

収入合計　 70,748,870

支出の部

事業運営事業費
育英奨学積立金支出額 16,600,000

育英奨学次年度繰越金 54,148,870

支出合計 70,748,870

名簿刊行費関係　
単位：円

項目 平成30年予算額

収入の部

名簿刊行費

名簿刊行費前年度繰越金 15,286,087

名簿刊行費当年度積立金 0

広告費 0

名簿送料協力金 0

預金利息 0

収入合計　 15,286,087

支出の部

名簿刊行費

名簿ＣＤ制作費 0

名簿ＣＤ郵送費 0

案内・アンケート等印刷費 0

案内・アンケート等郵送費 0

名簿関係振込手数料 0

事業運営事業費への振り替え 15,286,087

小計 15,286,087

名簿刊行費次年度繰越金 0

支出合計 15,286,087

名簿刊行費関係　
単位：円

項目 平成29年予算額 平成29年決算額

収入の部

名簿刊行費

名簿刊行費前年度繰越金 13,284,224 13,284,224

名簿刊行費当年度積立金 2,000,000 2,000,000

広告費 0 0

名簿送料協力金 0 2,000

預金利息 0 73

収入合計　 15,284,224 15,286,297

支出の部

名簿刊行費

名簿ＣＤ制作費 0 0

名簿ＣＤ郵送費 0 0

案内・アンケート等印刷費 0 0

案内・アンケート等郵送費 0 0

名簿関係振込手数料 0 210

小計 0 210

名簿刊行費次年度繰越金 15,284,224 15,286,087

支出合計 15,284,224 15,286,297

平成29年　決算報告 平成30年　予算
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支部日記01
東北支部

私たちの支部は

こんなトコロです！

名取川の流れがひときわ狭くなる秋保温泉湯元付近にある渓谷。奇岩が重なっている様から、その名前がつけられたとされています。渓谷沿いに約700m続く遊歩道からは、岩を削る急流と迫力ある岩々を間近で楽しむことができます。

磊
らいらいきょう
々峡

仙台藩の居城である青葉城の

すぐ東側、経ヶ峯とよばれる静

かな森の中にある、伊達政宗公

を祀る霊廟。桃山文化の華やか

さを色濃く反映した建築が特

徴です。2001年の改修で、建立

当時の色彩がより忠実に再現

されました。

瑞鳳殿

  発祥の店で食す
「冷やし中華」

夏の到来を告げる風物詩。また、食欲のない暑い夏にもピッタリの麺料理と言えば、皆
さんもご存知の通り、「冷やし中華」です。この冷やし中華は、「ずんだ餅」や「牛タン」、「せ
り鍋」、刺身を特製ダレに漬けこんだ「づけ丼」などと並ぶ仙台名物の一つであり、実は、
仙台が発祥の地とも言われるご当地グルメです。そのため、仙台では他の地域と異な
り、夏だけでなく、通年を通して食べることができる店が多いのも特徴です。中でも、私
がおすすめするのは、発祥の店と言われる青葉区錦町にある「龍亭」です。約80年前の
1937年（昭和12年）、まだエアコンがない頃、油っこく熱いというイメージの中華料理は
敬遠され、夏場の売上減少はとても深刻だったようです。そこで取り組んだのが冷たい
麺料理の開発。そうして、夏バテ防止に栄養のバランスを考え、野菜をふんだんに使い、
食欲増進に酸味を加えた冷やし中華が生まれたのです。龍亭では、醤油だれとゴマダレ
のどちらかを選ぶことができ、麺とトッピングの具は別々のお皿に盛りつけられているた
め、好みで混ぜ合わせていただくことができます。

東北支部長

佐々木 孝夫さん

土木工学科
1971年度卒

東北支部総会
2018年
2月

東北支部は、今年2月14日（水）に、秋保温泉の緑水亭にて、支部総会を行いました。平日の開催ということで、参加人数があまり集まら
ず残念でしたが、少ない人数ということもあり、和気あいあいとした雰囲気の中で楽しく行うことができました。今回の総会の開催場所
である秋保温泉は、仙台市街から車で約30分と近く、宿泊のみならず、日帰り入浴にも便利。同じ宮城県の鳴子温泉、福島県の飯坂
温泉とともに奥州三名湯の一つとして数えられています。

イメージ

旅館の温泉に入り、豊かな自然に癒さ

れ、郷土料理を堪能する。そんな楽しみ

方を青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

の6県どこでも満喫できる東北エリア。青

森ねぶた、秋田竿燈、仙台七夕など、地

域ごとに開催される独自性豊かな祭りも

大きな魅力です。さらに、岩手の冷麺、山

形の玉こん、福島の円盤餃子など、人気

のご当地グルメも盛りだくさん。あたたか

く、辛抱強い性格は、東北地方ならでは

の特徴とも言えます。まだ行ったことがな

い人はもちろん、しばらく行っていないと

いう人も、東北の多彩な魅力を感じに来

ませんか。

温泉、自然、郷土料理、

多彩な魅力があふれるエリア。

東北 岐阜東部静岡
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02
静岡支部

静岡県中部で活動する「静岡支部」のエ

リアには、世界文化遺産の「富士山」を

はじめ、ユネスコエコパークに登録された

「南アルプス」、国宝である久能山東照

宮など、外国からも注目を浴びる観光名

所が目白押し。それに加えて、静岡市内

の静岡駅周辺には商業施設が多く、“都

市”という側面も持ち合わせています。歴

史を感じる大自然と、近代的な都市を両

方同時に楽しめるのは、静岡県ならでは。

2009年には富士山静岡空港が開港し、

陸・海・空を制覇するすべての交通イン

フラが整っているのでアクセスの利便性

も抜群です。

自然と都会が調和した、

住みやすさも抜群の県。

私たちの支部は

こんなトコロです！

富士宮市にある「白糸の滝」は、国の名勝及び天然記念物に指定され、昭和25年「観光百選滝の部」で１位に選ばれた人気スポット。幅150ｍの湾曲した岩壁に、絹糸のように幾筋もの水が流れ落ちる様は繊細で美しく、心を穏やかにしてくれます。

白糸の滝

春と秋の風物詩といえば、富士

山とピンク色の絨毯のように広

がる「桜えびの天日干し」のコラ

ボ。桜えびは東京湾・相模灘に

も生息していますが、漁業の営

業許可が認められているのは静

岡だけ。国内の水揚げは100％

が駿河湾です。

富士川河
川敷

静岡 岐阜東部

支部日記

「地酒」「まぐろの油漬け」「新茶の天ぷら」
いずれも胸を張って紹介できる品々です。静岡県の地酒は、元静岡県沼津工業技術セン
ター研究技監の河村伝兵衛氏が開発した『静岡酵母』や酒米の『誉富士』など、他県には
無い特徴があります。これらを使った日本酒の出来はたいへん良く、県内広くおいしい地酒
ができるようになりました。銘柄も多く、私たちはその恩恵で淡麗芳醇な日本酒を堪能して
います。また、（株）由比缶詰所の「まぐろ油漬」は、最高級の材料を選び、製法や熟成にもこ
だわった商品で、質の高い綿実油とオリーブ油を使い、製造後も最低半年間は出荷せず、
味わいが十分に深まるまでじっくり寝かせて熟成させるそうです。少々お高い缶詰ですが
一度は試されると良いと思います。さらに、お茶の新芽も天ぷらにしておいしく食べられま
す。タラの芽やふきのとうなどの山菜の天ぷらがありますが、お茶の新芽
は柔らかくほろ苦くて、ビールのおつまみにもいけます。茶処では割とポ
ピュラーですが、初夏の季節にしか食べられない旬の味です。

静岡支部長

海野 恭正さん

建築学科
1974年度卒

花見と総会
2018年
4月

浜松支部との交流行事
2017年
夏・秋

静岡支部では、4月に県内でも有名な桜の名所である蒲原御殿山で花見を、11月には
駿河健康ランドでの総会・忘年会を恒例行事としています。それぞれ20名近くの卒業
生が集まります。この2つは歴代の支部長が決して外すことのできない行事として継続
開催を守ってきました。春と冬に『いつも集まれる場』を提供することで、しばらく遠のい
てもまた戻ることができる雰囲気を毎年つくることが大切です。メンバーの寄る年波に
勝てないときもありますが、会話は楽しくお酒も進みます。最近は同窓会長や西三河支
部長にもご参加いただき、県外の情報も聞けるようになりました。『人恋しくなった時、懐
かしさを求めたい時は花見と温泉へ』を合言葉に、今後も続けていきます。

静岡県西部の浜松支部と定期的に交流しています。それぞれ得意とするジャンルで
準備する楽しみな行事です。中でも「浜名湖たきや漁」は、モリを使ってカニや魚を突
いたり、網でサヨリをすくったりする舟遊び。その後のいかだの上での酒肴は乙なもの
です。一方、山田顧問が旧東海道五十三次を歩く中で静岡県内の未踏破区間がある
と聞き、運動不足気味の我 も々参加しようと、秋晴れの日にウォーキングを行っていま
す。昨年の薩埵（さった）峠は最高でした。親睦ゴルフは浜松支部と静岡支部が交代
で幹事になり春と秋に年2回ほど行っています。同じ釜の飯を食った仲間が集まると、
和気藹 か々つ賑やかです。そんな時は不思議なことにおいしい酒が無くなります。

東北
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支部日記03
岐阜東部支部

数々の景勝地が点在し、

朝ドラのロケ地になった町も。

私たちの支部は

こんなトコロです！

多治見市内を流れる土岐川沿いに佇む禅宗の寺院。鎌倉末期に建てられた「観音堂」と「開山堂」は国宝に、「池泉回遊式庭園」は国の名勝に指定されています。開山の仏徳禅師お手植えとされる樹齢約700年の大銀杏は一見の価値あり。

虎渓山永保寺

恵那峡は大正時代に木曽川を

せき止めて作られた「大井ダ

ム」によってできた人造湖。春は

桜やツツジ、初夏は新緑、秋は

紅葉、冬は水鳥の群れなど四季

の美しい景観は、訪れる人々を

癒してくれます。遊覧船からの

眺めも最高です。

恵那峡

多治見の「うなぎ」、
おすすめは…
私は多治見生まれの多治見育ちです。近年では、夏になると日本一暑い町として必ず
話題に上るようになりました。そんな多治見市内には、実はうなぎ屋が約20軒もあるそう
です。小さな町に何故こんなにうなぎ屋が多いかと言うと、この街は陶器商で栄えたこと
もあり、出来上がりまでの待ち時間に商談をしてその際に振る舞われたとか…。また、陶
器窯の職人の暑さ対策のスタミナ食として重宝され、増えていったそうです。その中に
あって私がおすすめ（私の好み）するうなぎ屋さんは、多治見市音羽町にある「澤中（さ
わちゅう）」です。落ち着いた店構えと味は太鼓判です。

岐阜東部支部長

宮嶋 茂年さん

土木工学科
1975年度卒

岐阜東部

岐阜東部支部代議員会2018年

岐阜県東部の中でも今年大注目を浴

びたスポットといえば、恵那市岩村町。

2018年前期NHK連続テレビ小説のヒロ

インの故郷として、商店街や岩村川沿い

で撮影が行われました。その影響で今

年5月の連休中の観光客数は通常の約

5倍。恵那峡サービスエリアでは、番組で

紹介された五平餅が売切れるほどの大

盛況でした。ほかにも有名スポットは数

多く、恵那峡遊覧船めぐりや多治見市の

虎渓山永保寺、中津川市の龍神の滝が

観光地として人気を誇っています。買い

物を楽しみたい方には、土岐プレミアム

アウトレットがオススメです。

岐阜東部支部は発足して11年が経過しました。支部の歴史
としてはまだ浅いですが、卒業生はおよそ2,900名のマンモ
ス支部です。4年に一度の総会は100名近くの同窓生が参
加し、大学から武田邦彦教授やジョン・ギャスライト教授を
お迎えして盛大に執り行いました。一方、毎年の総会にはお
よそ30名が出席し、総会後に懇親会を行い、会員同士の親
睦を深めています。支部発足当時は会員の名前と顔が一致
しませんでしたが、最近になりやっと親しみやすい会になっ

てきたように思います。ゴルフコンペも10回を数えるまでに
なりました。昨年からは他の支部にも参加を促すことで、西
三河支部から支部長の参加を頂き、支部間の交流にも努
めています。その他にも、秋には支部の蕎麦打ち名人にお
願いをして新そばを味わう会を行い、その後に、支部メン
バーによるおやじバンド「吾林寿（ありんす）」のフォークソン
グ会を実施。この会は30名以上の参加があり、回数も4回を
数え人気行事になっています。

静岡東北
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準硬式野球部 コモンズサポーター
【不言実行館】

NEWS
中 部 大 学

総合大学として多彩な学生が在籍する中部大学では、
クラブ・サークルのほか、学生を主体とするさまざまな活動が行われています。

ここでは、今年活躍したクラブや学生を紹介します。

2018年6月24日に愛知県蒲郡市で行われた「第30回

蒲郡オレンジトライアスロン（兼東海・北陸学生選手権）」

で、本学トライアスロン部の有賀哉人さん（スポーツ保健

医療学科3年）が、男子個人で優勝し、団体では男子・女

子ともに優勝しました。優秀な成績を収めた6名の学生

は、9月9日に香川県観音寺市で行われるインカレ「2018

日本学生トライアスロン選手権観音寺大会」への出場権

を獲得しました。

2018年5月26日、27日、愛知県体育館特設弓道場で行

われた「第61回東海学生弓道選手権大会」において、

本学弓道部の男子が、決勝で名古屋大学と対戦し、団体

で4年ぶり2回目の優勝を果たしました。また、男子団体A

チームは射道優秀賞も受賞したほか、情報工学科4年の

佐藤新さんは男子皆中賞を受賞しました。

平成29年度の秋季リーグ戦2部リーグで優勝し、悲願の

1部昇格を果たした準硬式野球部。平成30年度の春季

リーグ戦1部リーグでは、7勝3敗で2位の結果を収め、8

月に静岡県で行われる第70回全日本大学準硬式野球

選手権大会への出場を決めました。また、個人成績とし

て、敢闘賞に小林大輝さん（経営総合学科3年）、最多

勝に渡辺亘陽さん（スポーツ保健医療学科2年）、ベスト

ナイン（右翼手）に今井健輔さん（日本語日本文化学科2

年）が選ばれました。

不言実行館内のコモンズセンターで就業体験を行っている学生スタッフ「コモン

ズサポーター」は、2018年2月23日、東京都市大学二子玉川夢キャンパスにて

行われた「Field of invaluable learning 2018（以下、Fil 2018）」に参加しま

した。「Fil 2018」とは、（株）ラーニングバリューが主催する、全国のさまざまな学

生組織・団体が活動をわかちあい、学びあうイベント。活動やチャレンジの内容、

組織運営における悩みなどについて語り合うことで、活動のヒントを得たり、新し

い視点に刺激を受けたりすることができる場です。2018年は、この発表会に6

団体が参加。その中で、中部大学のコモンズサポーターが、センターをよりよくし

たいという思いが評価され、「応援したい団体第1位」に選ばれました。

企画や運営、カウンター業務等、コモンズセンターに関わる業
務の全てを担うのが、コモンズサポーター。この仕組みをイン
ターンシップと位置づけて、単にアルバイトとしてお金を稼ぐだ
けに留まらず、実社会に出る前に就業経験を積み、「仕事」や

「社会」、「責任」などについて学んでいます。

中部大学の最新情報をお知らせ！

　　東海学生弓道選手権大会
男子団体で優勝
第61回　　蒲郡オレンジトライアスロン（兼東海・北陸学生選手権）

男子個人優勝、男女団体優勝
第30回

　　　春季リーグ戦1部リーグ準優勝
　　全日本大学準硬式野球選手権大会出場

オーディエンス参加型発表会で
“応援したい団体第1位”を獲得

平成30年度

第70回

トライアスロン部 弓道部

他大学の皆さんがどんな課題を持っていて、

どのように乗り越えてきたかを聞くことで、自

分たちの成長につなげることができると確信

して参加。交流によって、自分では思いつかな

いような考えを知ることができ、とても価値

のある機会になりました。スポーツ保健医療学科4年 中村 優志 さん

コモンズサポーターとは…

参加学生の声
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山下興亜名誉学事顧問（前学長、名誉教授）と山本尚教授（総合工学研究所長）が、平成30年春の叙勲で

瑞宝中綬章を受章しました。5月11日に国立劇場（東京都）で行われた勲章伝達式に出席し、その後、皇居で天

皇陛下に拝謁しました。

山下名誉学事顧問は長年にわたる教育研究功労、山本教授は有機合成化学分野における優れた業績を

上げ、学術と工業の進歩・発展に尽くした功績による受章となりました。7月17日には、学園関係者等により名古屋

ガーデンパレスで記念祝賀会が開催されました。

国立劇場大劇場で行われた勲章伝達式

祝賀会での集合写真

山本尚教授（左）と山下興亜名誉学事顧問（右）

昭和37年京都工芸繊維大学繊維学部養蚕学科卒業。昭和39年名古
屋大学大学院農学研究科博士課程中退。昭和46年農学博士（名古屋
大学）。昭和39年名古屋大学農学部助手。昭和51年同大助教授。平成
2年同大教授。平成10年同大副総長。平成13年中部大学副学長。平成
17年中部大学長。平成29年学校法人中部大学名誉学事顧問。
◆表彰、称号
名古屋大学名誉教授。中部大学名誉教授。昭和45年蚕糸学進歩賞、昭
和55年蚕糸学賞、平成2年日本農学賞、同年読売農学賞、平成8年ルイ・
パスツール賞、平成10年中日文化賞、平成13年紫綬褒章、平成14年蚕
糸功績賞、平成20年国際昆虫学賞、平成30年瑞宝中綬章。

山下 興亜 名誉学事顧問（前学長、名誉教授）略歴 山本 尚 教授（総合工学研究所長）略歴

昭和42年京都大学工学部工業化学科卒業。昭和46年米国ハーバード
大学化学教室大学院博士課程修了。同年東レ株式会社基礎研究所研
究員。昭和47年京都大学工学部工業化学科助手。昭和51年同大講
師。昭和52年米国ハワイ大学化学教室准教授。昭和58年名古屋大学
工学部応用化学科教授。平成14年米国シカゴ大学化学教室教授。平成
21年中部大学客員教授。平成22年中部大学教授。平成24年中部大学
総合工学研究所長。平成28年日本化学会会長。
◆表彰、称号
名古屋大学名誉教授。シカゴ大学名誉教授。平成14年紫綬褒章、平成
19年日本学士院賞、平成24年藤原賞、平成29年ロジャー・アダムス賞、
平成30年瑞宝中綬章。他多数　　　　　

1口…5千円 1口…10万円
中部大学ホームページにアクセスし、トップページの右下にある

「学校法人中部大学へご支援をお考えの方」のバナーをクリックし、
「募金のお申し込み」ページから手続きをお願いいたします。

https://www.chubu.jp/support/

学校法人中部大学振興基金の概要

寄付金のお支払いおよび税制優遇措置の詳細ならびに法人としての
ご寄付をお考えの方は、振興基金室にお問い合わせください。

0568-51-8852TEL.  

A-0

E-3

B-0
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7

B-8

学園への支援

中部大学第一高等学校開校80周年記念事業募金

中部大学への支援
中部大学奨学支援募金
中部大学課外活動支援募金
三浦幸平塾支援募金
中部大学教育活動支援募金
中部大学研究活動支援募金
中部大学施設等整備支援募金
中部大学エコキャンパス推進支援募金

同窓会育英奨学事業募金

中部大学春日丘中学校・高等学校への支援
中部大学春日丘中学校・高等学校奨学支援募金
中部大学春日丘中学校・高等学校課外活動支援募金
中部大学春日丘中学校・高等学校教育活動支援募金
中部大学春日丘中学校・高等学校施設等整備支援募金

中部大学第一高等学校への支援
中部大学第一高等学校奨学支援募金
中部大学第一高等学校課外活動支援募金
中部大学第一高等学校教育活動支援募金
中部大学第一高等学校施設等整備支援募金

D-0
D-1
D-2
D-3
D-4

C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

会員の皆様には、日頃より中部大学同窓会の運営にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

現在、中部大学同窓会の運営資金は終身会費で賄われております。しかしながら、同窓会の健全なる運営のためには

運営資金の円滑な調達が不可欠です。つきましては、充実した同窓会の活動および後輩の育成・支援のために、

「B-8 同窓会育英奨学事業募金」にご賛同いただき、ご協力賜りますよう心からお願い申し上げます。

母校の後輩育成・支援に
ご協力をお願い申し上げます。

お申し込み金額

お申し込み方法

募金の種類

中部大学

中部大学第一高等学校 中部大学春日丘中学校・高等学校

学園

周年事業への支援

山下興亜名誉学事顧問（前学長、名誉教授）と、
山本尚教授（総合工学研究所長）が瑞宝中綬章を受章

個人 法人

複数口も大歓迎です。

個人でご寄付をされた場合、確定申告をすることによって、寄付額の最大約50％が戻ります。

「学校法人中部大学振興基金」では、使途の指定を可能なも
のとしています。使途を中部大学同窓会との連携による奨学
支援事業にお考えの場合は、「B-8同窓会育英奨学事業募
金」を選択してください。
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2018年4月25日に、名誉教授になられた
方々への称号授与式が行われました。今回
新たに名誉教授になられた7人の先生のお
名前は以下の通りです。

中部大学は、文理7学部がワンキャンパスに集結する総合大学です。
ご子女の大学受験におすすめください。　

入試インフォメーション

それぞれの得意を活かせる入試方法を多数そろえています。
詳しくはホームページや募集要項でご確認ください。

平成31年度入試のポイント

愛知県外の方も
受験しやすい

地区試験を実施

入学検定料の
割引制度あり

最大で4年間の
学費相当額が免除される
特別奨学生試験を

実施

同窓生推薦入学試験がはじまります

前教授 （建築学科）

前教授 （応用化学科）

前教授 （経営情報学科）

前教授 （経営情報学科）

前教授 （経営会計学科）

前教授 （応用生物化学科）

前特任教授 （生命医科学科）

内藤 和彦

石川 徳 久

浅倉 秀三 

高橋 道郎

石田 昌夫

中村  研 三

伊藤 康彦

中部大学 教員情報

退職された先生（2017年7月〜2018年6月）7名の名誉教授が誕生

24時間いつでも
出願可能な

インターネット出願

※なお、所属先は退職時のものです。

中部大学の開学以来、本学同窓生は2017年度末時点で約81,000人となりました。「同窓生推
薦入学試験」は、本学の卒業生が本学への入学を強く希望する受験生に対し、責任をもって推薦
することにより、これまでに修得した学業及び課外活動等の実績を基に評価し、自己の学修目的を
認識し自己実現を図ろうとする意欲のある入学者を選抜する入学試験制度です。出願には条件が
ありますので、詳細は入学センターまでお問い合わせください。（フリーダイヤル0120-873941）

入学直後から卒業まで、4年間を通じてキャリア開発を支援し、
就職に強い中部大学を実現しています。

平成29年度
就職実績

就職率 実就職率

就職者数 ÷ 就職希望者数 就職者数 ÷ （卒業者数－大学院進学者数）

99.3% 94.9%

求人社数

平成29年度卒業生対象

17,708社

● 年間を通して実施する「キャリア支援プログラム」
● 「学内企業説明会」の参加企業数は年間延べ1,300社以上
● 全学年を対象とした「報酬型インターンシップ」を実施
● 社会人経験豊富なスタッフが個別に相談
● 各種団体「幸友会」「後援会」「同窓会」による就職支援

中部大学 学生教育部キャリア支援課
TEL.0568-51-4184（直通）
受付時間／月曜日〜金曜日9：00〜18：00　土曜日9：00〜12：00

問い合わせ先

充実した支援体制

就職インフォメーション

卒業生の就業状況等に関するアンケートの実施について

中部大学への「求人」を希望される皆様へ

生命健康科学部
資格名 受験者数 合格者数 合格率

看護師 104人 102人 98.1%
（全国合格率 96.3％）

保健師 13人 12人 92.3%
（全国合格率 85.6％）

臨床検査技師 34人 33人 97.1%
（全国合格率 90.5％）

理学療法士 35人 32人 91.4%
（全国合格率 87.7％）

作業療法士 39人 35人 89.7%
（全国合格率 83.9％）

臨床工学技士 48人 45人 93.8%
（全国合格率 73.7％）

救急救命士 26人 25人 96.2%
（全国合格率 91.2％）

応用生物学部
資格名 受験者数 合格者数 合格率

管理栄養士 41人 41人 100%
（全国合格率95.8％）

■ 平成29年度卒業生の国家試験受験状況

中部大学キャリア支援課は、卒業後3年以内の学部卒業生（平成27年度、平成28年度、平成29年度）全員を対象として、アンケートを
実施させていただく運びとなりました。皆様の現状の就業状況等を確認させていただくことと今後の本学のキャリア形成・就職支援の向上
につなげていくことを目的として実施するものです。なお、アンケートの結果は統計的に処理をしますので、個人を特定するものではありませ
ん。卒業時の実家住所宛にアンケート回答依頼状を送付させていただきます。お忙しいところ恐縮ですが、お手元に届きましたら、ぜひご
協力いただきますようお願い申し上げます。

求人申し込みは、「利用料無料」の「求人受付NAVI」をご活用ください。こちらのNAVIから、自己申告書と青少年雇用情報シートと
ともに求人を登録していただけます。求人情報が受理された後、速やかに学生に公開されます。https://www.kyujin-navi.com/
uketsuke/ を検索していただくか、中部大学HPの「就職・キャリア」の「企業の皆様」で詳細をご確認ください。

◆ 工学部
 教授 中野 良平
 准教授 石山 央樹
 講師 吉田 吉治
◆ 国際関係学部
 教授 杓谷 茂樹
◆ 人文学部
 特任教授 蜂矢 真郷
 准教授 加藤 隆宏
◆ 応用生物学部
 特任教授 倉根 隆一郎
 教授 山田 邦夫
 助手 高井 里奈
 助手 松本 宇生
 助手 幾代 以子
◆ 生命健康科学部
 特任教授 杉村 公也

 特任教授 真辺 忠夫
 教授 水村 和枝
 教授 中路 純子
 教授 熊谷 俊幸
 講師 西垣 景太
 助教 中井 隆介
 助手 後藤 裕子
 助手 宮田 恵多
 助手 山下 玲香
◆ 現代教育学部
 教授 吉田 直子
 講師 疇地 希美
 助教 三品 陽平
◆ 教育実習センター
 特任教授 一宮 登
◆ 全学共通教育部
 語学系嘱託講師 坂 望美　

◆ 総合工学研究所
 助教 下田 康嗣
◆ 超伝導・持続可能エネルギー研究センター
 特任教授 高野 廣久
◆ 生物機能開発研究所
 特任教授 横山 信治
◆ 臨地臨床実習推進部看護実習センター
 助手 鈴木 雪乃
 助手 今城 浩晃
 助手 北野 淑恵
 助手 高橋 佳子
◆ 産官学連携推進室
 教授 中津 道憲
◆ 語学教育センター
 講師 J.カタンザリティ

I N F O R M A T I O N
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人文学部は1998年、中部大学女子短期大学を改組転

換する形で設置され、今年20周年を迎えることとなりまし

た。これを記念して、6月27日午後、三浦幸平メモリアル

ホールで人文学部設立20周年記念イベント「人文学部で

よかった？！」を開催。人文学部の1年生を中心とした学生、

卒業生、教職員など約400人が参加しました。記念イベン

トでは、まずオープニングとして卒業生によるプロジェクショ

ンマッピングが披露され、その後、石原修学長が挨拶に立

ち、人文学部設立に至る社会背景などについて触れまし

た。人文学部の歴史を映像で振り返った後は、各学科の

卒業生5人による「人文学部でよかった？！」をテーマとした

トークセッション、座談会を開催。卒業生一人ひとりから、

大学で何を学んだか、どんな経験をしたか、そこから何を得

たか、人文学部の良さなど、卒業生から在学生の皆さんへ

向けて温かいメッセージが贈られました。最後に、柳谷啓子

人文学部長が挨拶され、あらためて、人文学は、「人間とは

何かという究極な難題に挑む、最も高尚な学問領域」と紹

介し、在学生へのエール、そして卒業生の皆さんへのお礼

の言葉で締めくくりました。

人文学部設立20周年記念イベント
「人文学部でよかった？！」を開催

■ 枡井健太郎さん（日本語日本文化学科卒業生）

■ 三島恵理子さん（英語英米文化学科卒業生）

■ 川端　真美さん（コミュニケーション学科卒業生）

■ 伊藤　健太さん（心理学科卒業生）

■ 岩田　隆文さん（歴史地理学科卒業生）

同 窓 会 T O P I C S

トークセッション・座談会参加者

工学部建築学科卒業生による会「桃園会」の総

会を右記の日程で開催いたします。「桃園会」とは、

2015年2月に開催された工学部建築学科設立50

周年記念式典の際に、会の立ち上げの提案があ

り、その後、2016年11月3日のホームカミングデー

で準備会を設立した後、建築学科の承認を得て卒

業生同士の交流、在学生・教員・大学への支援・協

力などを目的として活動しています。当日は、佐藤圭

二名誉教授による講演を予定しています。講演・総

会は、ご家族並びにお子様同伴で参加可能です。 

同窓会では、会員皆様の住所、勤務先などを定期的にお問合せを行い、より正確な異動情報の収集に努めてまいりました。

会員情報につきましては、従来より、母校中部大学と同窓会において情報の共有を行い、同窓会でも情報システムを構築・管理して

まいりましたが、今回、より一層の正確な情報管理、個人情報のセキュリティ確保・強化に向けて、システム管理を中部大学に統合一

本化を進めてまいります。この一本化を機に年内には、皆様に会員情報の確認を実施する予定です。

より正確な会員情報確保のため

『会員情報調査』に

ご協力をお願いします！

中部大学工学部建築学科卒業生「桃園会」
総会開催のご案内

正確な会員情報の管理と
セキュリティ強化に向けて

佐藤圭二名誉教授

同窓会に関する情報やイベントの告知をご紹介する「同窓会トピックス」。
ここでは、同窓生の皆さんの近況を伝える情報もお待ちしています。

2018年11月4日（日） 15：00〜（受付14：30〜）
中部大学 不言実行館1階アクティブホール

◆一部「講演」／テーマ…建築とデザイン 住まいと街並のためのデザイン技術
 講　師…建築学科名誉教授 佐藤 圭二氏
◆二部「総会」／桃園会活動報告並びに来年度予定報告
 総会終了後（17時頃）、懇親会場へマイクロバスにて移動。送迎あり。
 会場、参加費は申込者に後日連絡。

中部大学建築学科卒業生「桃園会」
E-mail:chubu.kenchiku@gmail.com

問い合わせ先

日 時
場 所

こちらからも
参加申込みが
可能です。 

▲

33 34



ナゴヤドーム野球観戦チケットの頒布を中止いたします。

同窓会サロンのご案内
大学へお越しの際は、休憩場所として
ご利用いただけます。
2号館1階の同窓会事務局横にあります。
※諸事情でご利用いただけない場合もあります。

同窓会に関するお問い合わせは、同窓会事務局まで。

中部大学同窓会事務局
〒487-8501 春日井市松本町1200
TEL.0568-52-3257　FAX.0568-52-3232
E-Mail　info@cudousou.org　　http://www.cudousou.org/

1997年から会員サービスとして行ってきました「ナゴヤドーム野球観戦チケットの頒布」は、2018年をもって中止し、2019年以
降見直すことになりました。今後も会員の皆様により良いサービスを提供できるよう検討を進めてまいります。長い間のご支援あ
りがとうございました。

　同窓生の皆様、元気に頑張ってますか？

　私の息子は5年前に、中部大学を卒業しました。

つまり中部大学は、我々親子にとって二世代母校

でございます。息子の在学中は後援会の役員を務

めさせていただき、息子の卒業後は同窓会の理事

を仰せつかっております。

　去る6月16日、名古屋マリオットアソシアホテル

にて、私の恩師で、現在は中部大学常勤理事の山

田公夫先生の『名誉教授授与記念の会』が盛大に

開催されました。当日は山田研究室の卒業生を中

心に、280名を超える参加者で盛り上がり、あっと

いう間の2時間でした。私は世話人という立場で会

の準備を進めてきましたが、気が付いたことは、65

歳以上の方の参加が少なく元気がなかったことで

す。中部大学同窓会は会員数80,000名を超えま

した。高齢化社会ですが、『まだまだ元気、健康に

なったもん勝ち』で頑張りましょう。今年は、11月4日

（日）にホームカミングデーを開催します。楽しい

時間になると思います。皆様の参加をお持ちして

おります。

月曜日〜金曜日　午前9時〜午後5時 ※土・日・祝日はお休みです。
夏期・年末年始は、休暇等で不在の場合があります。ご了承ください。

業務時間

中部大学同窓会の
会員数

【2018年4月1日現在】

81,027名
（女子短期大学、専門学校を含む）

編集後記

広報委員

舟 橋  直司
土木工学科 1981年度卒

同窓会事務局のご案内

事務局
だより

ホームページも
チェックしてね！
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　  公共交通機関でお越しの方
JR中央本線「神領駅」北口「中部大学バスのりば」より名鉄バスが運行
しており、片道210円にてご利用いただけます。

　  車でお越しの方
国道19号線より第1学生駐車場へ。駐車場から会場までは多少距離が
ありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※大学周辺図やキャンパスマップは、中部大学ホームページでご覧
　いただけます。
※ホームカミングデーの内容は、都合により変更になる場合があります。　
　詳しくはホームページでご確認ください。

来場についてのご案内

受 付

福引き大会

中部大学同窓会誌 桃園の夢 Vol.67
発行／中部大学同窓会　発行日／2018年10月1日
住所／〒487-8501 春日井市松本町1200 同窓会事務局（中部大学内）　TEL.0568-52-3257　FAX.0568-52-3232
URL　http://www.cudousou.org/　E-Mail　info@cudousou.org

2018.11.4（日）　　
第1学生ホール ほか10：30〜15：00頃 まで時間 場所

ホームカミングデー
卒業生の皆さん、

お待ちしております！

お子様が楽しめる
ちびっこ広場を第1
学生ホールにご用
意しています。ぜひ
ご家族でお越しく
ださい。

※駐車場から会場まで多少距離がありますので、
　時間に余裕を持ってお越しください。

みなさん、
ちゅとらを
応援してね！

※大学祭は11月2日〜4日開催

【時間】
【場所】 

10：00〜（受付は12：30で終了）
第1学生ホール 東側入口

昼食をご用意しています！

【時間】
【場所】 

13：00〜
第1学生ホール

みんなで盛り上がろう！

【時間】
【場所】 

10：30〜12:30
第2学生ホール

ちびっこ広場
【時間】10：00〜12:00

つきたてのおいしさをぜひ！

官製ハガキに問題の答えと住所、氏名、卒業年度・学科、
桃園の夢の感想をご記入の上、お送りください。
■締  切
■送り先
■発  表

:2019年1月31日消印有効
:下記住所 中部大学同窓会事務局 プレゼント係
:プレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。 

餅つき大会

会場
MAP

第39回

本誌「桃園の夢（1〜38ページ）」内に
登場する「ちゅとら」を探す。

官製はがきに必要事項を
記入して郵送する。

1

2
※ちゅとらの姿が少しでも見えていたら
　1つと数えます。写真の中のちゅとらと
　右記のちゅとらは除きます。

手順
投票方法は
こちらから

申込方法

ち
ゅ
と
ら
は
、

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
１
８
に

出
場
し
て
い
ま
す
！

ちゅとら
からの
おねがい

本誌「桃園の夢」の中に登場する「ちゅとら」は何個？
答えをハガキに書いて同窓会事務局へ送ろう。

正解者の中から抽選で20名様に「5,000円分のQUOカード」をプレゼント！
さらに抽選にもれた方の中から80名様に「ちゅとらグッズ」をプレゼント！

ちゅとらを探せ！
プレゼント企画




