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 これだけは知っておきたい

母校のいま
職場訪問 ! 活躍するOB&OG

巻頭特集
Vol.68

◆ 株式会社東海理化
◆ メトロームジャパン株式会社

工学部宇宙航空理工学科新棟の15号館。

　  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
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2019.11.3（日）　　
第1学生ホール ほか10：30〜15：00頃 まで

卒業25周年の方（1993年度卒）には
記念品をご用意しておりますので是非ともお越しください。

時間 場所

ホームカミングデー

お子様が楽しめる
ちびっこ広場を第2
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。

※大学祭は11月2日〜4日開催

（受付時間は10:00〜12：30）

【時間】13：00〜

【時間】1010：00〜1200〜12：0000

【場所】 第1学生ホール

【場所】 第2学生ホール

みんなで盛り上がろう！

ちびっこ広場
会場
MAP

第40回

卒業生の皆さん、お待ちしております！

◆時間：決定次第ホームページで掲載　　◆記念講演講師：辛坊治郎氏
株式会社大阪綜合研究所 代表、キャスター、

（元）読売テレビ 解説委員長

2020年7月4日（土）　場所：名古屋東急ホテル

中部大学同窓会は、今年10月に設立50周年を迎えます。

この節目を祝うべく、来年の7月4日（土）に「同窓会設立50周年記念行事」を開催します。
当日は、記念式典と記念講演、祝賀会を予定しています。詳細は、決まり次第ホームペー
ジ等でお知らせいたします。ぜひ懐かしい仲間で声を掛け合って、皆様ご参加ください。
お待ちしております。

福引き大会

辛坊治郎氏の記念講演会を開催

昼食をご用意
しています！

中
部
大
学
同
窓
会
誌

Toen no Yume

設立50周年記念行事のお知らせ
中部大学同窓会



巻頭特集
これだけは知っておきたい

母校のいま

職場訪問！活躍するOB＆OG
◆株式会社東海理化
◆メトロームジャパン株式会社

活動レポート
◆同窓会活動報告
◆代議員会・総会報告
◆決算報告・予算

P.2

P.7

P.11

同窓会員の皆様こんにちは。この3月の代議員会

において会長に承認頂きました石田です。当同窓

会も会員数8万人を数える大きな組織となり、今後も

毎年2,000人を超える会員の増加を見込んでおりま

す。しかし、その活動が活発かと考えると、必ずしも

そうで無いのが現状です。そのような現状を改善す

るため、現在初心に立ち戻りたいと思っております。

同窓会のあり方、意義などを今一度考え、規約改正

について議論を始めています。現在の規約では、支

部については地域支部に特化しています。しかし、

今後活動を広げるためには学科であったり、資格で

あったり、いろいろな形を認めていく必要があると考

えています。すでにいくつかのご希望を頂いていると

ころです。今後議論を重ねてまいります。

2019年3月17日、代議員会で承認を得て、第6代同窓会会長に

石田智久副会長が就任され、退任された村松正彦前会長は、

新たに同窓会顧問に就任したことをここにご報告いたします。

6月に新潟・山形・秋田県で発生した地震の際に

は、震度5以上を記録した地域に在住される会員の

安否確認を行いました。幸いにも人的被害に遭われ

た会員はみえませんでした。しかし、確認の封書が

宛先不明になる事例もありました。この会報について

も、宛先不明が見受けられる状況です。現住所の移

動は、同窓会ホームページから行うことができますの

で、適宜変更して頂くことをお願いします。

11月3日（日）に開催されるホームカミングデーに、

多くの会員の皆様、ご家族の皆様との参加をお願い

します。

今後とも同窓会の発展にご協力を頂くことをお願

いするとともに、会員皆様のご健勝をお祈りいたし

ます。

プロフィール
土木工学科1978年度卒業。2013年から理事、2018年から
副会長を務め、2019年から会長に。生まれも育ちも瑞浪市で、
卒業後は瑞浪市役所に勤務。

中部大学同窓会

石
いしだ

田 智
ともひさ

久会長

ご あ い さ つ

石田新会長誕生、
村松前会長は顧問に就任。
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支部だより
◆新潟支部
◆西三河支部
◆関西支部

中部大学NEWS

同窓会TOPICS

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

2019〜2021年 役員名簿

事務局だより

P.35

P.38
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エレクトロニクスセンター
エレクトロニクス技術部
部長

加藤 久視さん
工学部
電子工学科
1990年度卒

東海理化アドバンスト出向
技術部
ソフト基盤技術室
室長

祖父江 和則 さん
工学部
工業物理学科
1997年度卒

エレクトロニクス技術部から
トヨタ自動車へ出向

小川 大輔 さん
工学部 電気工学科
2003年度卒
大学院工学研究科
電気電子工学専攻
2005年度修了
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株式会社東海理化
会社概要
人の意思をクルマに快適に伝えるヒューマ
ン・インターフェイス部品をはじめ、財産とし
てのクルマを守る安心のセキュリティ部品、
人の生命を安全に守るセイフティ部品など、
人とクルマがふれあい、対話する製品づくり
を通じて、クルマのある豊かな社会づくりに
貢献しています。

国内最大級の電波暗室

■本社所在地
〒480-0195
愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
■設立年
1948年
■社員数（連結）
19,390名（2019年3月末現在）

職場訪問1社目は、トヨタ系大
手自動車部品メーカーの株式
会社東海理化。上司と部下の
良好な関係を築いている3名
の卒業生にお話を伺いました。

活躍する
OB＆OG

ー 所属部署の業務を教えてください。
加藤　当社は、トヨタ系部品メーカーとして

主にスイッチ、シートベルト、スマートキーな

どをつくっています。中でもわがエレクトロニ

クス技術部は、それらの製品に搭載される組

込ソフトウェアの設計、電子基板や半導体の

ICをつくる部署で、近年の電子工学分野の

発展に伴い拡大中。今は部長職として、事業

範囲の拡大を含めた全体のシナリオ作りが

主な仕事です。加えて、子会社の東海理化ア

ドバンストにおける業務分担や役割、人員配

置なども考えています。

ー 現在の仕事内容を教えてください。
祖父江　ただいま話に出た東海理化アドバ

ンストに出向して、ソフトウェアの設計、製

作、評価を行うソフト基盤技術室の室長とし

て、管理や承認を行っています。ソフトウェア

の動作を確認するための評価環境もつくって

います。

小川　私はトヨタ自動車に出向して2年が経

ちました。仕事を円滑に進めるパイプ役とし

て、システム開発の意図を明確に伝えるため

の要求仕様書を作成しています。今後はオー

ナーズマニュアルの作成に向けて、さまざま

な部署へシステムの説明や報告を行ってい

く予定です。

ー 仕事で大切にしていることは？
小川　さまざまな部署のたくさんの人と関わ

りますから、レスポンスの速さです。その速さ

こそが信用につながると思っています。

祖父江　仕事をしていく中で出てくる課題に

対して、対策を練るための早い判断です。ま

た、部下のみんながスムーズに作業ができる

ように環境を整備することも重要な役割だと

思っています。

加藤　謙虚に、そして人をたてることを心が

けています。また、これは日頃から言っている

ことですが、「アイデア・技術力・活力」。この3

つがないといい仕事はできません。さらに、日

本人は人を褒めることが苦手ですから、自分

で自分を褒めることを忘れないようにと。とり

わけ自分の機嫌は自分で取るように気を付

けています。

ー 仕事のやりがいは？
小川　多くの人と関わっていますから、いろ

いろな人から質問されます。そうしたときは人

の役に立っているなと実感できますね。

祖父江　管理職の立場ですから部署の仕

組みを考えるのも使命の一つ。そうしたこと

にやりがいを感じています。ただ、製品の設計

を担当していた若い頃は、仕様を考えたり、

自動車メーカーへの提案が認めてもらえたり

して、それが製品に収納されたときはうれし

かったですね。

加藤　モノをつくる技術者としては、自分で

組んだソフトが動いた瞬間はいつまで経って

もうれしいものです。今は、若い社員が成長

していく姿を見ることでしょうか。組織のメン

バーをどう一人前にするか、部下がチャレン

ジしていることをどうサポートするか、そうし

て部下が成功したのを見るのが喜びです。

ー 学生時代の思い出は？
小川　当時は夜中までモノづくりに没頭し

ていました。インバーターを手作りしたり、基

板や回路やプログラムなど一通り作らせても

らった記憶があります。長谷川勝先生には大

変お世話になりました。

祖父江　クルマいじりが好きな友人と出会っ

たことで当時身につけた知識が今に少しは役

立っているかもしれません。また、天文研究会

に所属していたので山に星を見に行っていた

のですが、どちらかというと目的はクルマで走

ることになっていました（笑）。でも、学生時代

ならではの充実した時間だったと思います。

加藤　工業大学から総合大学への変化の中

で、勉強だけでなく、さまざまな人生経験がで

きた自由な学風を感じられる大学でした。

ー 後輩へ伝えたいことはありますか？
加藤　当社は離職率が低く、アットホーム

な雰囲気がありますね。会社全体で中部大

の卒業生が全部で70名います。年に一度、

「東
とうちゅうかい

中会」という懇親会を開いていますが、

約半数が集まります。

小川　会社のアピールになりますが、働きや

すい職場です。部長も室長も話をしやすく、

話を聞いてくれる頼りになる先輩です。

祖父江　では私からは在学生の皆さんへ。

学生の間はぜひ積極的にチャレンジを。そう

した経験の一つ一つが社会へ出た時に何か

の役に立つと思います。

ここが
イチ押し！

職場訪問！ Vol.1

国内最大級の電波暗室を利用したEMC（電磁
両立性）評価では、外来電磁波を遮断した環境
で、製品の電磁波のみを正確に測定する試験を
行っています。妥協のない評価解析力が、高度
な製品開発を支えています。

株式会社東海理化株式会社東海理化
人とクルマをつなぐ操作・入力デバイスのトップメーカー、株式会社東海理化。

人の目に触れ、手に触れる、人に優しい製品づくりを通して自動車産業の発展に貢献しています。
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メトロームジャパン株式会社メトロームジャパン株式会社 IC部
ICアプリケーショングループ
グループリーダー

山本 喬久さん
応用生物学部 食品栄養科学科
2010年度卒
大学院応用生物学研究科
応用生物学専攻
2012年度修了

研
究
者
と
し
て
の

価
値
を
高
め
た
い
。

イオン分析に特化した分析機器メーカー、メトローム社製品の輸入販売・サポートを行うメトロームジャパン。

高品質・高性能な製品の提供と、真摯なカスタマーケアで、お客様との信頼関係を築いています。

メトロームジャパン
株式会社

イオンクロマトグラフをはじめとした各種分析機
器を製造するメトローム社。世界130以上の国と
地域に製品とサービスを提供。お客様のニーズ
を先取りしたアプリケーション開発にも力を注
ぎ、世界的な分析市場におけるリーダー的存在
になっています。

職場訪問2社目は、スイスに本
社を置く分析機器のリーディン
グカンパニー、メトローム社の
日本現地法人、メトロームジャ
パン株式会社を訪れました。

― 事業内容を教えてください。
当社は、スイスの財団企業であるメトローム

社が製造する分析機器の輸入販売とサポー

トを行う日本子会社です。中でも私たちが所

属するIC部は、イオンクロマトグラフ（以下、

IC）を専門に扱う部署で、装置のメンテナン

スや導入前の依頼分析をはじめ、機器をPR

するためのセミナー開催や学会での技術報

告なども行っています。

― 現在の仕事内容を教えてください。
小林　入社当時は営業職でしたが、今はプ

ロダクトマネージャーとしてマーケティング

を主に行っています。日本のICの市場調査や

海外でのICの情報収集、日本の顧客と海外

の顧客をつなぐ仕事、さらにはセミナーを主

催したり、学会や大学とのコラボレーション

のために海外や日本各地を回ったりもしてい

ます。

山本　IC部は営業グループとアプリケー

ショングループに分かれており、私はアプリ

ケーショングループに所属し、お客様からお

預かりしたサンプルを測定する依頼分析を

行っています。そのほかにも、装置を使ったデ

モンストレーションを行ったり、お客様から

の問い合わせに応えたり、学会発表や論文

作成も行っています。

― 今の会社を選んだ理由は？
小林　学部生時代と院生時代に所属してい

た山本敦先生の研究室で使用していたICが

メトローム製だったこと、また当時、当社の方

を紹介いただいたことがきっかけでした。

山本　私も院生時代に山本敦先生の研究

室に所属し、当社と共同研究を行っていたこ

とから知りました。実は小林さんは一つ上の

先輩です。さらに当社にはもう一人同じ研究

室に所属していた社員がいます。木村千尋さ

んという2つ下の後輩で、現在は大阪支店で

技術営業をしています。

― 仕事で大切にしていることは？
小林　私たちの仕事は機器の販売ですが、

同時に技術と解決策も販売していると思っ

ています。お客様が何を求めているのか、お

客様に何を提供できるのかを常に考えて仕

事をしています。そうして、お客様が機器を

導入してくださったことにより、今までできな

かったことを叶えられたり、研究が大幅に進

んだりしたときは嬉しいですね。

山本　お客様目線を忘れないことです。私

の仕事は直接お客様と話す機会が少なく、

なぜデータを測定しているのかをつい見落

としてしまいそうになります。お客様の要求

を正しく反映させるためにお客様目線に立

つことを忘れずに、自分が測定したデータに

ご納得いただき、営業の方と二人三脚で進

めた分析が製品の購入につながった時は大

きな幸せを感じます。

― 学生時代の思い出は？
小林　ゼミが非常に思い出深いです。企業

との共同研究や学会発表など、社会人に

なってからも役立つ経験ができましたし、

分析技術や知識の習得、さらには社会人と

してのマナーやコミュニケーション能力な

ど、大事なことをたくさん学べました。それも

先生の厳しい指導があったからこそだと思

います。

山本　写真部での活動とゼミです。写真部

では部長を務めていましたが、頼りない私を

同級生や後輩が積極的にフォローしてくれ

たことを覚えています。またゼミでは、研究で

諦めずに最後までやり通すことの大切さを学

びました。この粘り強さを生かして分析に注

力しています。

― 同窓の仲間とのつながりは？
小林　山本敦研究室の卒業生は、分析化

学分野のメーカーや代理店、分析会社に就

職している方が多く、秋のJASIS※で多くの

OB・OGと会えるのが毎年の楽しみです。

― 今後の目標を教えてください。
山本　当社にはやる気さえあればいろいろ

な経験をさせてもらえる環境があります。今

後は、学会発表や論文作成にも積極的に取

り組み、研究者としての価値を高めたいと

思っています。また、英語力を磨いて海外の

研究者と議論できるようにもなりたいです。

小林　メトローム社のICは世界では有名で

すが、日本ではまだ知名度がありません。メト

ロームのICをもっと知ってもらえるよう、セミ

ナーや学会発表、大学との共同研究等を増

やして、知名度の向上や市場シェアの伸長

に貢献していきたいと思っています。
※JASIS…分析機器、科学機器メーカーが一堂に会する最先端科学機器・

分析システム＆ソリューション展

ここが
イチ押し！

職場訪問！ Vol.2

活躍する
OB＆OG

マネージャー会議の際に撮影（スイス本社前で）。

会社概要
スイスのヘリザウに本社を置くメトローム社
は、76年の歴史を持つイオン分析を専門とす
る分析機器のリーディングカンパニー。メト
ロームジャパン株式会社は、メトロームの日
本現地法人として製品・部品の販売、アプリ
ケーションの開発、機器の点検及び修理を
提供するサービス体制を備えています。

■本社所在地
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町30-1
タマビル日本橋箱崎8階
■設立年
2009年
■社員数（連結）
3,000名（2019年1月現在）

IC部
部長

小林 泰之さん
応用生物学部 食品栄養科学科
2009年度卒
大学院応用生物学研究科
応用生物学専攻
2011年度修了

目
指
す
は
当
社
の

知
名
度
ア
ップ

。
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Home Coming Day

同窓会活動報告　2018.10 〜 2019.9 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。

卒業生のみなさん、

おかえりなさい。

毎年、大学祭の日程に合わせて開催している同窓会「ホームカミングデー」に、昨年の第39回も大勢の皆さんにご参加いただきました。午前
中には、餅つき大会が第2学生ホールで行われ、家族連れが美味しそうに餅をほおばる姿が見られました。午後になると、第1学生ホールに
続 と々卒業生が集まり始め、福引き大会がスタート。発表される番号に一喜一憂しながらも、大学で過ごす時間を思い思いに楽しんでいるよ
うでした。参加してくださった皆様、そしてまだ参加したことのないという方も、今後とも同窓会活動に携わっていただけるよう期待しておりま
す。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。

受付を済ませた後、第1学生
ホールでは久し振りにお会い
した同窓生同士で近況を語り
合う様子が見られました。

中部大生時代は英語サークル「E.S.S.」の仲間だったという
「ナイスガイズ＆ケイコ」の皆さん。50歳を過ぎて始めた楽
器で、人気のアニメソングや歌謡曲など、さまざまな曲を披
露していただきました。

親子二代で中部大学を卒業し、二人そろってホームカミング
デーに参加してくださった6組の皆さんに親子賞（ジェフグル
メカード1万円分）が贈られました。

ゆるキャラグランプリにエン
トリーした中部大学公式マ
スコットの「ちゅとら」が、福
引き大会が始まる前に、投票
のお願いにやってきました。

各支部から提供された名産品等、
計156本の賞品が皆さんに手渡さ
れました。

飯吉理事長・総長からは、
中部大学の名を冠する4
校が強く連携していって
ほしいとお願いがあり、石
原学長からは、国際的な
連携を増やし、発展を続け
る中部大学の近況報告が
ありました。

ちびっこ広場では、お子様連れのご家
族が、さかな釣りやプラ板、アクセサ
リー作りを楽しみました。

人気企画の餅つき大会。つきたての
お餅にあんこやきなこを付けて美味
しくいただきました。

第39回
ホームカミングデー

第1学生ホール ほか

場 所

1,611名（会員家族を含む）

参加者

2018年11月4日（日）
日 時

飯吉厚夫理事長・総長 石原修学長
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同窓会活動報告　2018.10 〜 2019.9 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。

活躍をたたえて8団体37名を表彰。

同窓会では、一年に一度、課外活動で特に優

れた成績を収めた団体および個人を表彰する式

を開催しています。2018年度はその功績をたた

えて8団体と37名の個人を表彰しました。同窓

会では、各クラブ・サークルの今後のさらなる活

躍に期待して、引き続き応援していきます。

■ 平成30年度同窓会課外活動表彰 受賞者

同 窓 会 課 外 活 動 表 彰 式 2018年12月12日（水）
中部大学体育館・講堂

日時

場所

■ 準硬式野球部
 ・文部科学大臣杯第70回
   全日本大学準硬式野球選手権大会 出場

■ ハンドボール部
 ・高松宮記念杯男子第61回平成30年度
   全日本学生ハンドボール選手権大会 出場 第3位
 ・男子第57回平成30年度
   男女西日本学生ハンドボール選手権大会 出場

■ フライングディスククラブ
 ・第29回全日本大学アルティメット選手権大会本戦 出場

■ 卓球部
 ・第88回全日本大学総合卓球選手権大会 女子団体 出場

■ 陸上競技部
 ・秩父宮賜杯第71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）
    男子・女子出場

■ 剣道部
 ・第66回全日本学生剣道優勝大会 出場
 ・第37回全日本女子学生剣道優勝大会 出場

■ 弓道部
 ・第30回全国大学弓道選抜大会
   男子団体・女子団体出場

■ 空手道部
 ・第62回全日本大学空手道選手権大会
   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
 内山 大地（スポーツ保健医療学科4年）
 ・高松宮記念杯男子第61回平成30年度
   全日本学生ハンドボール選手権大会 優秀選手賞
 ・男子第57回平成30年度
   男女西日本学生ハンドボール選手権大会 優秀選手賞

■ 柔道部
 飯野 暁子（スポーツ保健医療学科3年）
 ・平成30年度全日本学生柔道体重別選手権大会
   女子78kg級出場
■ 剣道部
 園井 稜人（経営学科4年）
 ・第65回全日本学生剣道東西対抗試合 出場

 古賀 奨乃（経営総合学科2年）
 ・第66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2年）
 ・第66回全日本学生剣道選手権大会 出場

 佐久間 悠実（英語英米文化学科2年）
 ・第52回全日本女子学生剣道選手権大会 出場

■ 弓道部
 榎 洸瑠（経営情報学科4年）
 ・第66回全日本学生弓道選手権大会 出場

 堀田 晋之介（心理学科4年）
 ・第66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2年）
 ・第66回全日本学生弓道選手権大会 出場

 吉川 直希（機械工学科1年）
 ・第66回全日本学生弓道選手権大会 出場

 酒巻 京平（情報工学科1年）
 ・第66回全日本学生弓道選手権大会 出場

 飛田 沙江（保健看護学科3年）
 ・第41回女子東西学生弓道東西選抜対抗試合 出場

■ バスケットボール部（女子）
 富田 愛理（英語英米文化学科3年）
　・第35回日本女子学生選抜バスケットボール大会
    東海選抜で出場
■ 卓球部
 岡田 健汰（経営総合学科2年）
　・第85回全日本大学総合卓球選手権大会（男子シングル） 
    出場 

■ 硬式野球部
 水野 克哉（経営情報学科4年）
 ・平成30年度愛知大学野球春季リーグ戦 打撃賞

■ 準硬式野球部
 渡辺 亘陽（スポーツ保健医療学科2年）
 ・東海地区大学準硬式野球
   平成30年度春季リーグ戦 最多勝

■ 陸上競技部
 丹羽 祥也（電子電気工学専攻博士前期課程2年）
 ・秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（400m） 出場

 岡戸 祐太（都市建設工学科3年）
 ・秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（400m、400mH） 出場
 志村 和香奈（作業療法学科3年）
 ・秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（200m、走り幅跳び） 出場

 松石 直樹（ロボット理工学科2年）
 ・秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（1500m、3000m障害） 出場

 森 野々花（心理学科2年）
 ・秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（1500m） 出場

 板倉 左奈（応用生物化学科2年）
 ・秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技
   対校選手権大会（800m） 出場

■ トライアスロン部
 平松 昂（食品栄養科学科4年）
 ・2018日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

 小西 拓海（歴史地理学科3年）
 ・2018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3年）
 ・2018日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

 牧野 佑哉（スポーツ保健医療学科3年）
 ・2018日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

 村田 響樹（スポーツ保健医療学科3年）
 ・2018日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

 河澄 英武（スポーツ保健医療学科2年）
 ・2018日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

■ 卓球部
 三島 優作（電子情報工学科4年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （男子シングル） 出場

 名倉 唯（経営情報学科4年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （女子シングル） 出場

 平井 悠里（日本語日本文化学科4年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （女子シングル） 出場

 大島 渉（生命医科学科4年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （女子シングル） 出場

 世古 美鈴（幼児教育学科3年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （女子シングル） 出場

 森 遥洋（経営総合学科2年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （男子シングル） 出場

 阪 亮輔（現代教育学科2年）
 ・第3回オール西日本大学卓球選手権大会
　  （男子シングル） 出場

■ 水泳部
 近藤 史隆（ロボット理工学科3年）
 ・日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2018
　  （フリールーティーン・テクニカルルーティーン） 出場

■ フライングディスククラブ
 小野 祥平（現代教育学科4年）
 ・2017 U-23地区選抜対抗戦 出場

新 代 議 員 委 嘱 式

30名の新代議員が誕生。

2019年1月、2018年度卒業生の中から各学科1

名の代議員を選出して委嘱状を交付する委嘱式を

行いました。昨年に続き、今年も30名の新代議員

が誕生。村松会長（当時）から委嘱状が手渡され

た後、理事代表と新代議員で集合写真を撮影。そ

の後は、不言実行館6階のイタリアン・トマトCafe 

Jr.に場所を移して懇親会を開催しました。

■ 2018年度卒新代議員（30学科）

機械工学科 大井田　諒 経営会計学科 小豆澤佑規 環境生物科学科 田中　　春

電気システム工学科 赤塚　友浩 国際関係学科 伊藤　優希 食品栄養科学科 石黒　　力

電子情報工学科 川原　章功 国際文化学科 岩瀬　華歩 生命医科学科 今橋　卓也

都市建設工学科 田山地弘樹 中国語中国関係学科 焼田　東展 保健看護学科 片田　皓己

建築学科 山田　菜緒 日本語日本文化学科 豊田　優士 理学療法学科 右高　　岳

応用化学科 山田　大地 英語英米文化学科 小林　将輝 作業療法学科 洞戸　萌未

情報工学科 森　　啓介 コミュニケーション学科 金山　茉由 臨床工学科 若杉　大鼓

ロボット理工学科 山田　智也 心理学科 輿石　侑実 スポーツ保健医療学科 山田　健太

経営情報学科 伊藤　弘晃 歴史地理学科 鷲見　直紀 幼児教育学科 津本　泰史

経営学科 伊藤　凌汰 応用生物化学科 前西　貴之 現代教育学科 稲垣　雄太

2019年1月21日（月）
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　2018.10 〜 2019.9 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

2018年度学業・研究発表援助費支給者
（2018年4月〜2019年3月）

卒 業 記 念 パ ー ティー

学部

大 橋 菜 々花
安藤 　 　 大
上 本　実 加
冨田 　 凌 佑
食品栄養科学科

福井　美 葵

 生命健康科学部

スポーツ保健医療学科

堀 　 　 　 天

大学院

大 橋　 俊 紀
渡 邉　 広 泰
道 谷　 一 貴
西 山　　 健
丹 羽　 祥 也
松 本　 拓 馬
建設工学専攻

寺 西 　 剣 悟

村 瀬 　 将 隆

応用化学専攻

鈴 木　　葵
渡 邉　将太
富田 　 寛 明
三 浦　徹 哉

横 山 　 智成
安 江　大 祐
近 藤　敬 宏
夏目　 朋 晃
中山 　 涼介
鈴 木　健 太
横 関　　翔
伊藤　雅 也
福 王寺 琢 也
渡 邉　　亮
情報工学専攻

岡島 　 慎 哉
杉 浦　康 太
宇佐 美 裕康

松 井　真 秋
塩田　陽 也
ロボット理工学専攻

高 取 　 昇悟
嘉無 木　昇
松田　大 河

 応用生物学研究科

応用生物学専攻

日下 部 純 平
藤 井　太一
浜口　昂 大
高岸 　 　 黎
白 井　愛 海

坪 井　知恵
兵 頭　拓 真
加 藤　実 希

 工学研究科

機械工学専攻

渡 邊　 友 貴
渡 邉　 幸 一
電気電子工学専攻

甲 斐　　 翼
大 月　 康 平
石 川　 裕 真
赤 塚　 弘 恭
松 崎礼依 未
和 田　 安 理
渡 邉　 徳 宏
柴 田　 啓 介
益田晃 太 郎

 工学部

機械工学科

永田 　 千 晶
電気システム工学科

浅 井　勇 樹
応用化学科

折山　宏 美
落合 　 知 夏
ロボット理工学科

丸 野　達也

 応用生物学部

環境生物科学科

河合　佐 紀

2019年度
同窓会育英奨学金
学年別給付実績

74名4年生

66名3年生

60名2年生

後輩たちの
新たな門出を祝福。

2019年3月23日（土）
各会場　◆参加者 ：1,686名

学位記授与式の後に行われる各学科の卒業記念

パーティーが、今年も学内をはじめ、春日井市内や

名古屋市内の各ホテルで開催されました。各会場

には、スーツ姿や色とりどりのドレス、袴姿の卒業

生が多数集まり、友人や恩師との別れを惜しんでい

ました。同窓会は、新たに同窓会員となる後輩たち

へ同窓会の概要を紹介し、お祝いのメッセージとと

もにパーティー費用の一部を贈りました。

日時

場所

2019年7月9日（火）
アクティブホール（不言実行館1階）

日時

場所
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2019年
中部大学同窓会

設立50周年に向けて進む準備。 3年に一度の総会、体制も新たに。

161名が和やかに歓談した懇親会。

　平成最後の代議員会は、川尻則夫副会長の進行のもとで始

まりました。まず、村松正彦会長より、「平成30年は天災に悩ま

された年。同窓生の住所がわかる限り安否確認を行った」と

いう報告と、「今年の9月に同窓会設立50周年を迎えるにあた

り、2020年7月に記念行事を開催する」とあいさつが述べられ

ました。その後、渡邉敬一理事が議長に選出され、代議員会の

成立要件の確認と出席状況の報告があり、各議案の審議へと

移りました。

　第1号議案の活動報告は村松会長が説明し、続けて第2号議

案の会計報告を栗濱忠司副会長が、監査報告を児玉俊雄監事

が説明し、審議は滞りなく進行、承認されました。第3号議案の

2019年活動計画案では、村松会長から、同窓会ホームページ

の更改が進行中であることや、各種支援策の見直しと今後の

対応策の洗い出しなど、末永く活動できる体制の構築に向け

て、多くの課題に挑んでいることが語られました。その後、第4

号議案の会計予算については、説明後にいくつかの質疑応答

を重ねて、3・4号議案ともに承認。さらに第5号議案の役員改

選案では、石田智久副会長を会長に、渡邉理事を副会長に選

出し、また、新たに2名の理事および中ブロック代表理事に静

岡支部の望月建志支部長を、西ブロック代表理事に関西支部

の田中靖支部長を、さらに監事には、木股將雄理事と本田知

彦氏を選出し、承認されました。

　続けて、報告事項として、小澤寿行副会長より同窓会会則等

改訂の進捗状況が報告された際には、活発な意見交換によっ

て課題を共有。その後、改選代議員および2018年度卒業生新

代議員、西日本豪雨災害・北海道胆振東部地震の被災状況に

ついての報告がされ、代議員会は閉会となりました。

　総会は、代議員会で選任された石田新会長のあいさつでス

タート。先輩方の熱い思いを汲んで同窓会をより強固な組織に

していくために皆様からのご協力をお願いしたいと述べられま

した。続けて、村松前会長より同窓会活動ならびに事業報告が

行われ、各種規定類の見直しや財政状況の分析等、同窓会設

立50周年に向けた準備を進めてきた旨が説明されました。続

けて石田会長より、活動計画について説明があり、50周年記念

事業への参加のお願いや皆様のご協力のもとで今以上に活発

な活動をしていくと抱負が述べられました。その後、代議員会

で承認された新役員の紹介および同窓会会則等改訂の進捗状

況が報告され、総会は閉会しました。

　会場を移して行われた懇親会は、舟橋直司理事の司会のも

と進行。石田会長のあいさつの後、飯吉厚夫名誉顧問より、学

園創立80周年を迎え、鶴舞の名古屋キャンパスを新しい未来

の学園のシンボルになるような建物への建て替えを構想して

いることが語られました。続いて、石原修名誉会長より、今年

の入試で中部大学の歴史の中で最も多い約21,600人の志願

者があったことが触れられ、今後も学園全体の連携を強めて

全国展開を進めていきたいと話されました。その後は、新たに

就任した渡邉副会長による乾杯のご発声を皮切りに、親交を

深める歓談の時間がスタート。楽しい時間はあっという間に過

ぎ、中締めへ。東北支部の齊藤勝美支部長のあいさつの後、

恒例の校歌斉唱でフィナーレとなり、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周年記念事業準備の年
・50周年の具体的内容の検討と実行計画の策定

2 母校周年事業への協力
・学園設立80周年事業への協力

3 同窓会の情報展開
・同窓会ホームページの更改と運用
・在学生に対するPR方法
・クラブ活動への支援

4 収入に適した財政体制の確立
・各種支援策の見直しと今後の対応策の洗い出し

5 会員情報の管理・運用方法の定着化
・会員情報の把握と維持方法の定着化

6 寄付事業のさらなる推進

代議員会 ｜ 14時00分～ 葵・泉の間

2019年3月17日（日）、ホテル名古屋ガーデンパレスにて、2019年中部大学同窓会代議員会・

総会および懇親会が開催されました。今年も役員、代議員の皆様には大勢のご出席をいただき、

すべての議事を終了したことをここにご報告いたします。

総会 ｜ 16時00分～ 葵・泉の間

懇親会 ｜ 17時00分～ 明倫の間

代議員会・総会報告

2019年活動計画
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2018年　決算報告

経常費関係
単位：円

項目 2018年予算額 2018年決算額

収入の部

経常費繰越金 経常費前年度繰越金 3,110,210 3,110,210

会費 終身会費（卒業生分） 99,920,000 99,049,568

雑収入

預金利息 100 26

ドーム入場券 500,000 564,000

代議員会懇親会参加費 300,000 282,000

その他 10,000 806,859

小計 810,100 1,652,885

収入合計　 103,840,310 103,812,663
　

支出の部

会議費

総会費（代議員会費） 2,200,000 1,901,517

役員会費 200,000 101,615

役員旅費 3,000,000 2,851,030

小計 5,400,000 4,854,162

渉外費

来賓接待費 100,000 0

渉外交際費 500,000 328,000

小計 600,000 328,000

本部事業費

会誌等刊行費 7,000,000 6,494,598

会員援助費 1,500,000 0

支部助成費 5,500,000 5,722,976

その他 200,000 70,884

小計 14,200,000 12,288,458

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,600,000 3,602,000

ホームカミングデー 2,200,000 2,092,010

学業・課外活動奨励費 22,500,000 24,332,234

その他 1,600,000 202,811

小計 29,900,000 30,229,055

人件費

事務員給料 7,100,000 6,828,816

アルバイト料 70,000 49,000

小計 7,170,000 6,877,816

事務運営費

通信運搬費 5,000,000 5,060,391

諸印刷費 1,500,000 1,491,143

事務運営システム費 1,500,000 19,870,965

備品費 0 0

消耗品費 200,000 208,236

保険料 100,000 95,008

小計 8,300,000 26,725,743

事業積立金

事業運営積立金 3,000,000 3,000,000

育英奨学積立金 20,000,000 8,000,000

小計 23,000,000 11,000,000

返金
終身会費返金 10,000,000 7,860,000

小計 10,000,000 7,860,000

雑費

慶弔費 100,000 49,680

卒業証明書援助費 1,000,000 766,300

振込手数料 1,100,000 1,164,036

その他 10,000 803,086

小計 2,210,000 2,783,102

予備費
予備費 3,060,310 756,000

小計 3,060,310 756,000

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0 110,327

小計 0 110,327

支出合計　 103,840,310 103,812,663

経常費関係
単位：円

項目 2018年予算額 2019年予算額

収入の部

経常費繰越金 経常費前年度繰越金 3,110,210 110,327

会費 終身会費（卒業生分） 99,920,000 102,520,000

雑収入

預金利息 100 50

ドーム入場券 500,000 0

代議員会懇親会参加費 300,000 300,000

その他 10,000 10,000

小計 810,100 310,050

収入合計　 103,840,310 102,940,377
　

支出の部

会議費

総会費（代議員会費） 2,200,000 2,500,000

役員会費 200,000 100,000

役員旅費 3,000,000 3,000,000

小計 5,400,000 5,600,000

渉外費

来賓接待費 100,000 100,000

渉外交際費 500,000 500,000

小計 600,000 600,000

本部事業費

会誌等刊行費 7,000,000 6,500,000

会員援助費 1,500,000 0

支部助成費 5,500,000 5,500,000

ホームカミングデー - 2,100,000

その他 200,000 200,000

小計 14,200,000 14,300,000

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,600,000 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 24,000,000

その他 1,600,000 300,000

小計 29,900,000 27,900,000

人件費

事務員給料 7,100,000 6,400,000

アルバイト料 70,000 70,000

小計 7,170,000 6,470,000

事務運営費

通信運搬費 5,000,000 5,000,000

諸印刷費 1,500,000 1,200,000

事務運営システム費 1,500,000 1,500,000

消耗品費 200,000 300,000

保険料 100,000 100,000

小計 8,300,000 8,100,000

事業積立金

事業運営積立金 3,000,000 2,000,000

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

小計 23,000,000 22,000,000

返金
終身会費返金 10,000,000 16,000,000

小計 10,000,000 16,000,000

雑費

慶弔費 100,000 100,000

卒業証明書援助費 1,000,000 1,000,000

振込手数料 1,100,000 300,000

その他 10,000 10,000

小計 2,210,000 1,410,000

予備費
予備費 3,060,310 560,377

小計 3,060,310 560,377

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0 0

小計 0 0

支出合計　 103,840,310 102,940,377

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 2018年予算額 2018年決算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 237,728,382 237,728,382

名簿刊行費からの繰越金 15,286,087 15,286,087

事業運営当年度積立金 3,000,000 3,000,000

周年記念事業 0 0

事業費その他（国債償還金） 0 0

小計 256,014,469 256,014,469

雑収入

利子 34,000 19,772

国債利金 508,110 508,110

小計 542,110 527,882

収入合計　 256,556,579 256,542,351
　

支出の部

事業費

母校周年事業費 20,000,000 0

周年記念事業 1,000,000 0

事業費その他 0 0

小計 21,000,000 0

事業運営次年度繰越金 235,556,579 256,542,351

支出合計 256,556,579 256,542,351

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 2018年予算額 2019年予算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 237,728,382 256,542,351

名簿刊行費からの繰越金 15,286,087 0

事業運営当年度積立金 3,000,000 2,000,000

周年記念事業 0 0

事業費その他（国債償還金） 0 0

小計 256,014,469 258,542,351

雑収入

利子 34,000 60,000

国債利金 508,110 508,110

小計 542,110 568,110

収入合計　 256,556,579 259,110,461
　

支出の部

事業費

母校周年事業費 20,000,000 20,000,000

周年記念事業 1,000,000 1,000,000

事業費その他 0 0

準会員積立金へ科目移動 - 191,529,568

小計 21,000,000 212,529,568

事業運営次年度繰越金 235,556,579 46,580,893

支出合計 256,556,579 259,110,461

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 2018年予算額 2018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 50,748,870 50,748,870

育英奨学積立金 20,000,000 8,000,000

収入合計　 70,748,870 58,748,870
　

支出の部

事業運営事業費
育英奨学積立金支出額 16,600,000 19,767,000

次年度繰越金 54,148,870 38,981,870

支出合計 70,748,870 58,748,870

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 2018年予算額 2019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 38,981,870

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

収入合計　 70,748,870 58,981,870
　

支出の部

事業運営事業費
育英奨学積立金支出額 16,600,000 20,000,000

次年度繰越金 54,148,870 38,981,870

支出合計 70,748,870 58,981,870

事業運営関係（準会員積立金）
単位：円

項目 2018年予算額 2019年予算額

収入の部

事業費

事業運営繰越金から科目移動 - 191,529,568

国債 - 100,000,000

準会員積立金収入（新学年分） - 99,000,000

収入合計　 0 390,529,568
　

支出の部

事業費
準会員積立金支出額（卒業生分） - 102,520,000

次年度繰越金 - 288,009,568

支出合計 0 390,529,568

2019年　予算
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01
新潟支部

私たちの支部は

こんなトコロです！

白鳥の渡来地として国の天然記

念物に指定されている瓢湖は、江

戸時代に造られた用水地。毎年

10月中旬から3月中旬にかけて飛

来し、多い時には5千～6千羽に達

します。冷たく澄んだ空気に白鳥

の白さが映える早朝が見頃です。

瓢湖

（阿賀野
市）

新発田の晩夏を彩る「城下町新発田まつり」は、江戸時代から続く新発田諏訪神社の祭礼から始まったもので、毎年8月27日～29日に開催。中でも最終日に行われる「帰り台輪」は、街中に台輪を曳きだすもので、その勇壮さは圧巻です。

新発田まつり
（新発田市）

新発田の「おばこラーメン」、

その正体は…。

米、魚、肉、そしてお酒と、新潟は食に恵まれた地でありますが、「ラーメン王国」と呼ば
れるくらいラーメンも有名です。特に「新潟5大ラーメン」が有名で、「あっさり醤油」「濃
厚味噌」「燕三条背脂」「長岡生姜醤油」「三条カレーラーメン」といった各地域で愛さ
れるご当地ラーメンが存在します。そして私の地元、新発田市のご当地ラーメンに、通
称「おばこラーメン」と呼ばれる「マヨネーズのラーメン？」があります。居酒屋・食堂「い
まい」さんが元祖の地で店を続け、昔からの味を今でも受け継いでいます。美味しいお
酒を飲んだ後に〆の一杯としておすすめです。

家族合同研修会
（村上市）

2018年
7月

家族合同研修旅行
（沖縄）

2019年
1月

2019新潟支部総会
（参加者〔会員・家族〕17名・来賓7名）

2019年
4月

今回の研修会は、遠山専務理事のお膝元
である村上市で開催しました。城下町の
村上市は郷土の歴史と文化が色濃く保存
されている町。小学生の頃に修学旅行で
訪れたことがありましたが、この歳になっ
て改めてゆっくり見て回ると、当時とは見
方も変わり、充実した時間を過ごすことが
できました。

　　　　料亭能登新にて昼食、市内散策
　（和水蔵→富士美園→千年鮭きっかわ）→
　汐見荘に宿泊
　　　　しゃぎり会館→若林邸（重要文
　化財）見学→割烹千渡里にて昼食

◆1日目…

◆2日目…

会員とその家族10名が参加した3泊4日の
沖縄への家族合同研修旅行。出発日の1
月26日、新潟は大雪に見舞われ、新潟空
港からの便は欠航になりました。しかし、
天候の不安から事前に羽田発の便へ切
り替えた本体と、出張先から伊丹発の便
で入った私は、無事予定通り沖縄で集合
することができました。現地は晴天に恵ま
れ、新潟とは真逆の暖かな環境で家族ぐ
るみの楽しい交流ができました。

4月20日（土）、3年に一度の通常総会を開
催しました。今回の決議に伴って役員改選
が行われ、創設以来長期にわたり務めら
れた坂井支部長がご勇退され、新支部長
に引き継がれました。その後は、お二方の
ご来賓よりご講演いただき、大学の現状を
知るとともに、これからの同窓会の目指す
ところを考える機会となりました。また、懇
談会では東ブロック並びにブロック内各支
部の近況をお聞きし、終始穏やかな雰囲
気の中で懇親を深めることができました。

新鮮な日本海の幸に旨い地酒、良質な

雪に恵まれたスキー場と上質な寛ぎを愉

しめる温泉地など、感性に響く魅力があ

ふれる新潟県。春は夜桜の名所「高田城

百万人観桜会」、夏は正三尺玉が名物の

「長岡まつり大花火大会」、冬は雪の芸

術作品が並ぶ「十日町雪まつり」など、全

国的に見てもトップレベルな四季のイベン

トも盛りだくさんです。でも、もっと気軽に

新潟の味覚を楽しみたいという方は、新

潟駅構内の「ぽんしゅ館」へ訪れてみて

は。日本酒の試飲やコシヒカリで握るおに

ぎりなど、米どころを満喫できるスポットと

して人気です。

米どころだけじゃない。でも、

やっぱり自然の恵みが背景に。

新潟支部長

富永 哲臣さん

建築学科
1999年度卒

支部日記

新潟 西三河 関西
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新潟

02
西三河支部

愛知県の東半分を占める三河地方。そ

の内の西側に位置する豊田市、岡崎市、

みよし市、知立市、刈谷市、安城市、碧南

市、高浜市、西尾市、幸田町、蒲郡市、田

原市の12市町の区域を西三河支部とし

ています。北は岐阜県、長野県に隣接し、

南は、三河湾、太平洋に面する豊かな自

然と温暖な気候に恵まれて、昔から農業

や漁業が盛んです。また自動車産業とそ

れを支える多くの企業が集結する、日本

でも最も製造業の盛んな地域でもあり、

中部大学の多くの卒業生の皆さんが活

躍しています。

最先端のモノづくりと

豊かな農林水産物が魅力。

私たちの支部は

こんなトコロです！

西尾市のうなぎと抹茶
三河地方にはさまざまなおいしいものがあり、選ぶのに苦労しますが、ここでは、いまや全
国的にブランドイメージが確立してきた2品を紹介します。うなぎは浜松が有名ですが、西
三河の西尾市一色町も養殖が盛んで、最近は「一色うなぎ」として全国に流通しつつあり
ます。西尾市内にうなぎの名店が多くありますので、ご家族でお越しいただきたいと思いま
す。一方、お茶といえば圧倒的に静岡県が有名ですが、「抹茶」となると、意外にも西尾市は
生産量日本一。多くの生産者がおいしい抹茶を提供してくれています。また最近は、抹茶を
使ったスイーツが流行っていますが、西尾市発のさまざまなスイーツもありますので、ぜひ
味わってください。あいやのバウムクーヘンは、西三河支部が一押しとして、毎年、ホームカ
ミングデーの福引賞品として提供しているものです。

支部総会＆懇親会
2018年
6月

名鉄トヨタホテルで開催した総会＆懇親会。25名が参加し、支部活動の報告を行い会員の皆
さんで懇親を深めました。来賓の中部大学の市原様（学園広報部）から母校の発展ぶりを伺
い、参加者同士の近況報告で盛り上がり、有意義な時間を過ごしました。

ウォーキング、ゴルフ
2018年
4月・9月

親睦と日頃の運動不足解消を兼ねてゴルフコンペやウォーキング大会を開催しています。ゴ
ルフは自主開催ですが、ウォーキング大会は、名鉄が毎週開催しているイベントに便乗する
形で実施しています。

支部間交流
2018年
4月・9月

中ブロックの近隣の支部とは、お互いが開催するイベントに参加させていただき、交流を深め
ています。他支部の活動を拝見して、それぞれが創意工夫をして充実したイベントにしている
ところが大いに勉強になりました。写真は、岐阜東部支部のそば打ち会です。

とよたビジネスフェア
2019年
3月

毎年3月に豊田市で開催されるビジネスフェアは、多くのメーカーや研究所が最新の技術を
紹介する見本市です。中部大学も毎年参加して研究開発の成果を発表しているため、あいさ
つに伺うようにしています。後輩たちが頑張っているのを見るのは大変喜ばしいことです。

西三河支部長

渡邉 敬一さん

生産機械工学科
1973年度卒

支部日記

写真提供：岡崎市

西三河 関西

トヨタの環境・安全に関する最

新技術や新型車を展示した企

業博物館。ハイブリッドカーや燃

料電池自動車などのエコカー開

発への多面的な取り組みや、トヨ

タ生産方式による高品質なクル

マづくりなどを無料で学べます。

トヨタ会
館

（豊田市
）

徳川家康が生まれた城として有名な城。城内は各階ごとにテーマを分けた歴史資料館になっており、5階の展望室からは岡崎市内が一望できます。城の周辺は公園として整備され、家康公にまつわる見どころも豊富です。

岡崎城
（岡崎市）
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加藤孝之さん（EM1967）は木工細工の趣味を
生かして、お盆や食器等多数の作品を作り、工
作教室も開いています。
右写真のボールソリティアは高齢者の脳活だけ
でなく幼児教育にも最適。ご興味のある方は関
西支部長宛（P38参照）に葉書で連絡ください。
申し込み順で3名様にプレゼントいたします。

支部日記03
関西支部

私たちの支部は

こんなトコロです！

1970年開催の大阪万博を記念し

て会場跡地につくられた公園。万

博のシンボルとなった岡本太郎

氏の作品「太陽の塔」は、2018年

3月に耐震工事と内部再生事業

を終えて、48年ぶりに内部の一般

公開が行われています。

万博記念
公園

（大阪府吹田市
）

「仁徳天皇陵」として馴染み深い日本最大の前方後円墳。採集されている円筒埴輪や須恵器の特徴から5世紀前半から半ばに造られたと考えられています。周囲は、約2.8kmの周遊路が整備されており、1周するのに約1時間要します。

大仙陵古墳
（大阪府堺市）

老祥記の豚まんと発祥の地で買う味覇

関西は、京都の着だおれ、大阪の食いだおれ、神戸の履きだおれと言われる
ように、神戸は靴の生産が盛んな街です。また、私の地元の神戸は、灘の酒

（日本）、洋菓子のモロゾフ（西洋）、中華街の南京町（中国）と、国際色（食）
豊かな港町でもあります。そして、神戸の南京町は食の人気スポット。その
南京町の中心地にある「老祥記（ろうしょうき）」は、大正4年に創業した「豚
まん」発祥の店としても有名です。名古屋や関東では肉まんと呼びますね。
そして、万能調味料でもある中華スープの素「味覇（ウェイパァー）」発祥の
店（廣記商工）もあり、いつも長い行列ができています。神戸を訪れたなら豚
まんを食べてウェイパァーをお土産にすれば、きっとあなたも中華の達人！? 
遊びに来た際には、是非お立ち寄りください。

関西支部長

田中 靖さん

生産機械工学科
1969年度卒

白浜温泉にて
（和歌山）

2018年
6月

第九期総会
（京都）

2018年
10月

餅つき大会
（神戸）

2018年
12月

関西支部の仲間に、趣味・特技を生かして、匠の技で地域に貢献されている方がおりますのでご紹介します。

田中嘉則さん（EA1967）の一
刀彫りはプロ級の腕前です。
制作した『猪の欅丸太彫刻』
は、京都御所西に位置する
猪神社で有名な護王神社に
奉納され、正月には多数の参
拝を受けました。

関西支部は、平成6年に設立され今年で25周年を迎えました。現在の会員数は設立当初からの
メンバーを始め、平成時代の卒業生まで総勢63名を数えます。主な活動は、旅行の会（関西を中
心にその地域の歴史と風土を学び見識を広げる脳活の会）や四季の会（四季折 の々風を感じ、食
べたり飲んだり楽しんだりする喜びの会）や飲み会（折々に会員同士の交流と健康を願って親睦
を図る幸せの会）等の同好会を中心に行い、親睦を図っています。　

2府4県で構成される関西支部は、日本

海、瀬戸内海、太平洋に囲まれた恵み豊

かな地域です。日本最大の湖、琵琶湖を

抱える「滋賀」に、日本の起源である大和

「奈良」。千年の都「京都」と、商人と食

いだおれの街「大阪」。歴史とおしゃれ

が共存する「兵庫」に、日本で最も多くの

パンダを飼育する「和歌山」など、歴史や

文化を大いに満喫できる地域でもありま

す。最近では、2025年の大阪万博の開

催決定や「仁徳天皇陵」などからなる「百

舌鳥・古市古墳群」が大阪初の世界遺

産に登録されるなど、大きな注目が集まっ

ています。

日本文化発祥の地であり、

全国随一の文化集積地。

新潟 西三河 関西
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●  金沢学院大学

●  愛知工業大学

●  朝日大学

△  中京大学

1938年、鶴舞の地に名古屋第一工学校を開校して以来、一貫して

実学主義の教育研究活動を進めてきた学校法人中部大学。現在で

は、中部大学および併設校である中部大学第一高等学校、中部大

学春日丘高等学校、中部大学春日丘中学校の計4校に、14,000人

を超える学生・生徒および約1,000人の教職員が集う総合学園とな

りました。

中部大学は、2018年の80周年を機に、工学部に2学科を開設。ま

た、2019年度には記念式典や記念コンサートなどを開催する予定で

す。本学は、創立者三浦幸平先生の建学の精神、「不言実行、あて

になる人間」のもと、今後も総合学園としてますますの充実を図ってい

きます。

2019年6月23日に愛知県蒲郡市で開催された「第31回 蒲郡オ

レンジトライアスロン（兼東海・北陸学生トライアスロン選手権）」で

トライアスロン部の大石一博さん（機械工学科3年）が男子個人

で優勝しました。また、同大会に出場した小西拓海さん（歴史地

理学科4年）が8位、河澄英武さん（スポーツ保健医療学科3年）

が9位、筒井海翔さん（スポーツ保健医療学科1年）が11位、さら

に6月30日に那須塩原市で開催された「2019関東学生トライア

スロン選手権 那須塩原大会」に出場した有賀哉人さん（スポー

ツ保健医療学科4年）も35位の成績を収め、部員5名が「日本学

生トライアスロン選手権観音寺大会（インカレ）」の出場権を獲得

しました。

毎日の通常練習や朝練以外にも授業後に欠かさず自主練習を行

い、また練習以外でも食事に気を配ったり規則正しい生活を送っ

たりするなど、体調管理を徹底したことで成果をあげることができま

した。

毎年4月に音楽系クラブが合同で演奏を行う「スプリングコンサート」を開催しています。2019年

度は、マンドリンクラブ、シンフォニックバンド、管弦楽団、軽音楽部が演奏しました。

クラシックやジャズ、最新の曲などの演奏を通じ、新入生に音楽系クラブを知ってもらうだけでなく、

「自分も演奏したい」と思ってもらえるよう「聞いて」「見て」楽しむことができる構成・演出となっ

ています。

2019年4月7日、「第27回東海学生7人制大会（通称：東海セブン

ス）」が愛知学院大学で行われました。参加チームは、東海学生ラグ

ビーフットボール連盟に加盟し、参加を希望した17大学。

決勝戦で中京大学と同点の末、延長サドンデス方式により、本学がト

ライを決め、初優勝を果たしました。

◆試合結果

中部大学

中部大学

中部大学

中部大学

62

38

29 

21

-

-

-

-

5

10

17 

21

○

○

○

△ 

1 回 戦

2 回 戦

準決勝

決勝戦

学園創立80周年記念写真集・80年史
『学校法人中部大学80年のあゆみ』記念写真集　2019年11月発行予定
『学校法人中部大学80年史』　編纂

学園創立80周年記念式典・講演会・祝賀会
開催日：2019年11月21日（木）
会場：中部大学春日井キャンパス（三浦幸平メモリアルホール他）
原 丈人氏（内閣府参与、デフタ・パートナーズグループ会長、アライアンス・フォーラ
ム財団代表理事）による講演会、記念式典および祝賀会を開催予定。（招待者の
み対象）

学園創立80周年記念コンサート
開催日：2020年3月1日（日）
会場：日本特殊陶業市民会館フォレストホール
学園併設校4校（中部大学、中部大学第一高等学校、中部大学春日丘高等学
校、中部大学春日丘中学校）吹奏楽部によるシンフォニックコンサートを予定。

11,000人以上の学生と教員がワンキャンパスに集う中部大学。
クラブ・サークルの活動で活躍する姿やキャンパス内で行われている行事など、

大学から皆さんにお伝えしたいことをニュースとして取り上げました。

中部大学の最新情報をお知らせ！

学校法人中部大学は2018年12月、
創立80周年を迎えました。

部員5名が、「日本学生トライアスロン選手権
観音寺大会（インカレ）」の出場権を獲得

音楽を身近に感じる
春の風物詩「スプリングコンサート」を開催

ラグビー部が
第27回東海学生7人制大会で優勝

（C）YOSHIE SHIMIZU（C）YOSHIE SHIMIZU

（C）YOSHIE SHIMIZU（C）YOSHIE SHIMIZU

大石一博さん

マンドリンクラブ

シンフォニックバンド 管弦楽団 軽音楽部

N E W S中 部 大 学
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同窓会に15番目の支部として
「春日井支部」が誕生。

林克巳春日井支部長

飯吉厚夫理事長・総長

同じ地域の同窓生の輪を深めた懇親会

同 窓 会

T O P I C S

中部大学では文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」の一環

として、中部大学アクティブアゲインカレッジ（Chubu University 

Active Again College：CAAC = シニア大学）を2014年9月に

開校しました。その目的は、地域にあてにされるシニアの人材育成、

地域に開かれた大学、また健康長寿社会を目指すことです。CAAC

は50歳以上のシニアを対象とし、再学習の場を提供しています。シ

ニア大学での学びは2年間で、午前中を中心としてさまざまな講義

を行っています。勝手知った母校での学びを通し、健康づくりに汗を

かいたり仲間をつくったり、セカンドライフを健康で豊かなものにしま

せんか。

中部大学は2018年に、Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ）の名古

屋グランパスとオフィシャルパートナー契約を締結しました。生命健

康科学部の救急救命士を目指す学生が、豊田スタジアムとパロ

マ瑞穂スタジアムで開催される名古屋グランパスのホームゲーム

にて、場内巡回など救護ステーションの運営のサポートを行ってい

ます。

今年の7月からはこの学生スタッフの活動を来場者に告知するた

め、両スタジアム内の大型ビジョンと豊田スタジアム内のデジタル

サイネージにて動画を放映し、パロマ瑞穂スタジアムの入口には

立看板を設置しています。この動画と看板は人文学部の学生が

制作しました。動画は、中部大学公式YouTubeチャンネルでも見

ることができます。名古屋グランパスのホームゲームを観戦の際

は、後輩たちの活動にも注目してみてください。

詳しくはホームページで
ご確認ください。
講義の様子などを
ご覧いただけます。

■ 中部大学公式YouTubeチャンネル

受講生の皆さん（CAAC講義室［22号館2階］内） 講義「健康増進実習」

運営をサポートする生命健康科学部の学生

人文学部の学生が制作した動画（豊田スタジアム）

中部大学同窓生の皆様へお知らせ

名古屋グランパスと
オフィシャルパートナー契約を締結

N E W S中 部 大 学

https://www3.chubu.ac.jp/caac/

検索

https://www.youtube.com/user/ChubuUniv

　2019年5月18日、不言実行館1階アクティブホールにて、春

日井支部設立総会が開催されました。これまで同窓会には、全

国各地に14の支部が組織されていました。しかし、大学の地元

であり、約5,000名の卒業生が在住する春日井の地に支部がな

いことから、他支部からは春日井支部の設立を望む声が多くあり

ました。そうした声に後押しされ、約2年前から準備が始まり、この

度、春日井支部が同窓会の15番目の支部として設立されたので

す。2007年の岐阜東部支部の設立から実に12年ぶりの新支

部誕生となりました。

　設立総会では、設立趣意の説明に始まり、支部役員の選出、

事業計画や予算の審議が行われ、伊藤太春日井市長による記

念講演も行われました。また、場所を不言実行館6階へ移して行

われた懇親会は、飯吉厚夫理事長・総長はじめ、多くのご来賓を

迎えて、終始和やかな雰囲気のもとで交流を図る様子が見受け

られました。支部長に就任した林克巳新支部長からは、「学部学

科の枠を越え、世代間交流を含めた横のつながりを広げて実りあ

る同窓会にしたい」とご挨拶があり、最後は全員で中部大学校歌

を歌い、設立総会は盛況のうちに幕を閉じました。

中部大学CAAC　
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齊藤勝美 氏（工業化学科1974年度卒）が
国際学会『23rd ETH-Conference on Combustion Generated 
Nanoparticles』において環境保護のための医師スイス協会から

「2019年トロイの木馬賞」を受賞

英語英米文化学科設立20周年記念パーティーを開催！

　2019年6月17日～20日にスイス連邦共和国チューリッヒのスイス連邦工科大学

チューリッヒ校で開催された燃焼生成ナノ粒子に関する『23rd ETH-Conference on 

Combustion Generated Nanoparticles』において、1974年度工業化学科卒業の

齊藤勝美氏（中部大学同窓会東北支部長）が「Trojan Horse Award 2019 of the 

Swiss Association（環境保護のための医師スイス協会、2019年トロイの木馬賞）」を

受賞されました。受賞の内容は、有害排気の化学的同定の一例として「成田国際空港で

捕集した超微粒子の化学組成の特徴」の発表に対してです。

　人文学部英語英米文化学科は1998年に設立され、2018

年に20周年を迎えました。これを記念して、11月24日、名古屋

駅前にある名鉄グランドホテルで「学科設立20周年記念パー

ティー」を開催しました。懐かしい顔ぶれと新しい顔ぶれの学生と

教員あわせて130名以上の参加者が一堂に会しました。

　記念パーティーは、1期生の水野敏和さんによる開会の挨拶

のあと、グレゴリー・キング先生による乾杯で始まりました。学年を

越えて仲が良いのが英語英米文化学科の特徴ですが、この祝

賀会でも、美味しい食事をいただきながら、世代を越えて歓談し、

それぞれの思い出話に花を咲かせ、お互いに旧交を温めました。

卒業生の中には、お子さまを連れてこられた方もいらっしゃいまし

た。きっと、十数年後には英語英米文化学科の一員になってく

れていることと思います。

　楽しい歓談のほか、卒業生と在学生による楽器演奏やダンス

披露もあり、祝賀会はとても盛り上がりました。また、設立時から

学科とともに歩んでこられた塩澤正先生によるスライドショーで

は、秘蔵の写真が多数紹介され、20年にわたる学科の思い出

を参加者全員で共有することができました。最後は、塩澤先生に

花束を贈呈し、参加者全員による記念撮影で締めくくりました。

※ナノ粒子会議
燃焼生成ナノ粒子に関するETH会議は、様々な発生源から放出され、大気中で変質するナノ粒子に関して、技術的低減の側面、健
康、環境、気候への影響および粒子防止法のあらゆる側面に対して専門家が議論する場です。会議には、研究、産業及び立法から
の代表が集まり、今回は300名以上の研究者や政策立案者などが欧米を中心に集まりました。

第4回 中部大学建築学科卒業生「桃園会」総会開催のご案内

　今年も右記日程で第4回中部大学建築学科卒業生「桃園

会」総会が開催されます。

　桃園会は、建築学科卒業生の交流、現役・教員・大学への支

援、協力、現場見学会開催などを主な目的として活動をしていま

す。今年度は8月に交流会を開催しました。11月には右記のよう

に講演会と総会を予定しています。2020年2月は３人の講演者

によるリレートークセミナーも行う予定で、年間を通じて活発に交

流や情報交換を行っています。

　今年の総会には中部大学建築学科名誉教授 内藤和彦様

によるご講演を予定しています。講演・総会には家族並びにお子

様同伴で参加可能です。

同 窓 会  T O P I C S

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/
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 学園への支援

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

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

B-8 同窓会育英奨学事業募金

　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。

お申し込み方法 募金の種類

学園

中部大学

1口…5千円

1口…10万円

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。

法人

複数口も
大歓迎です。お申し込み金額

個人

桃園会総会・講演・懇親会参加の可否を下記メールアド
レスに送信お願い致します。（今回参加できない方も桃
園会の活動案内などメールさせて頂きますので、右記QR
コードから連絡先をお知らせください。）

参加申込

申込期限 ： 2019年10月11日(金)
※連絡を今後メールで行うため、後日名簿登録フォームを送ります。

chubu.kenchiku@gmail.com

日 時
場 所
内 容

2019年11月3日（日）  ホームカミングデー開催日

中部大学 不言実行館１階アクティブホール  春日井市松本町1200

受付 ： 午後2時半～　講演・総会 ： 午後3時～

懇親会 ： 午後5時半〜 ※総会終了後、懇親会場へマイクロバスにて送迎   

講演 

桃園会総会

中部大学建築学科名誉教授 内藤和彦様
テーマ 「中部大学建築学科のイママデとコレカラ」
　　　【桃園会活動報告並びに来年度予定報告】

【参加費】4,000円（45歳未満）　5,000円（45歳以上）
【会　場】飛騨鶏ちゃん自慢店 いっとく
　　　　春日井市白山町7-11-1　Tel.0568-51-2357

一部 

二部
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2019年4月24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5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

愛知県外の方も受験しやすい地区試験を実施
中部大学では、遠方からの受験生も入試を受けやすいよう、地区試験場も充実。

「特別奨学生試験」「前期試験A・B方式」「前期試験BM・AM方式」「後期試験」
では各主要都市で受験することが可能です。試験によって会場が異なるため、詳細
については中部大学入学試験要項またはウェブサイトをご確認ください。

同窓生推薦入学試験について（2019年度入試から導入）

長坂 今夫  前教授（機械工学科）

勅使川原 誠司  前教授（建築学科）

竹中 俊美  前教授（工学部）

岸田 民樹  前教授（経営情報学部）

小早川 洋一  前教授（経営学科）

中部大学 教員情報

退職された先生
（2018年7月～2019年6月）

5名の名誉教授が
誕生

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。

※なお、所属先は退職時のものです。

中部大学の開学以来、中部大学同窓生は2018年度末時点で約83,000人となりました。「同窓生推薦入学試験」は、
卒業生が中部大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。（昨年度実績：入学者10名）
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。

2018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）

99.6% 96.5%

求人社数

2018年度卒業生対象

18,564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

充実した支援体制

就職インフォメーション

生命健康科学部
資格名 受験者数 合格者数 合格率

看護師 105人 103人 98.1%
（全国合格率 94.7％）

保健師 14人 12人 85.7%
（全国合格率 88.1％）

臨床検査技師 29人 27人 93.1%
（全国合格率 86.5％）

理学療法士 54人 53人 98.1%
（全国合格率 92.8％）

作業療法士 33人 28人 84.8%
（全国合格率 80.0％）

臨床工学技士 37人 34人 91.9%
（全国合格率 77.5％）

救急救命士 27人 27人 100%
（全国合格率 91.9％）

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 52人 52人 100%
（全国合格率95.5％）

■ 2018年度卒業生の国家試験受験状況

東京、富山、金沢、飯田、松本、岐阜、
高山、静岡、浜松、豊橋、津、彦根、大阪、
岡山、広島、高松、福岡

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

卒業生の就職状況等に関するアンケート実施にあたり、ご協力のお礼

中部大学への「求人」を希望される皆様へ

中部大学キャリア支援課では、昨年度、卒業後3年以内の学部卒業生（2015年度、2016年度、2017年度）全員を対象に
アンケート調査を実施いたしました。回答いただきました皆様にはご協力いただき、ありがとうございました。頂きました回答を分析
し、在学生の就職支援に活かしていきたいと思います。また、キャリア支援課では卒業生の就職相談も積極的に行っています。
お気軽にお問い合わせください。

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。

地区試験会場

工学部
 教授 中村 佳朗
 准教授 橋本 道雄
 教育嘱託・講師 高橋 博之

国際関係学部
 准教授 桃井 治郎

人文学部
 講師 川本 大史

応用生物学部
 教授 塚本 義則
 教授 鈴木 茂
 助手 澤入 駿哉
 助手 山口 知恵

生命健康科学部
 教授 岡川 敏郎
 教授 横江 清司
 准教授 福田 峰子
 准教授 小林 果
 助手 竹内 理香
 助手 橋本 理尋

現代教育学部
 教授 松川 由紀子
 講師 金山 三惠子

教育実習センター
 准教授 藤原 辰志

総合工学研究所
 教授 成田 吉徳　

臨地臨床実習推進部看護実習センター
 助教 新美 純子
 助教 林 さえ子
 助教 橋本 妙子
 助手 和田 貴子

人間力創成総合教育センター
 教授 大西 信行
 教授 小黒 びるぎった
 講師 J.テイラー

I N F O R M A T I O N
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事務局
だより

ホームページが新しくなりました。

 みなさん、
ちゅとらを

  応援してね！

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

:2020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。 

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。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

投票受付期間：
2019年10月25日（金）
18:00まで

申込方法

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！

　同窓会誌「桃園の夢」…興味深くご覧頂けましたで
しょうか？
　この会誌は、同窓会理事のプロジェクトメンバーにより
構成内容を吟味し、幾度と校正を重ね、年一回発行いた
します。母校と卒業生、また卒業生同士をつなぐ大切な
一冊。母校の「今」と、各方面で今まさに活躍するOBの
情報を発信し、母校への一層の関心と、卒業生同士の絆
が深まるよう、そんな会誌となるよう、努めております。
　卒業後、母校との距離が遠くなる人が多いのが現実
かもしれません。が、同窓会生も80,000人を超え、OB

も多方面で活躍、日々発展する中部大学を母校とする
ことは、大きな後ろ盾を得た力強さがあります。同窓会
の活動内容はこの会誌にも詳しく掲載しておりますが、
どうか、同窓会生の皆さんお一人お一人が、活動の輪
に積極的に関心を寄せて頂ければと改めてお願いい
たします。また、皆さんご自身、友人や先輩などの身近
な活躍ぶりなど、新鮮な情報があれば是非お寄せくだ
さい。また、ご意見・感想もお寄せください。どうか引き
続き同窓会活動への参加・応援をよろしくお願い申し
上げます。

編集後記

広報委員

花 川  和 久
国際関係学科 1988年度卒

同窓会では、会員皆様の住所、勤務先などを定期的にお問い合わせを行い、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、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います。この一本化を機
に、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、調査を依頼させていただいた際には、『会員情報調査』にご協力をお
願いします。

中部大学同窓会のホームページが4月からリニューアルされましたので、お知らせ
いたします。今回のリニューアルでは、閲覧される皆様にとって、より情報が探しや
すく、読みやすいサイトを目指し、構成やデザインを全面的に刷新しました。今後
も、より一層、内容の充実に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしく
お願いいたします。

https://chubu-alumni.jp/

■支部長連絡先

ち
ゅ
と
ら

か
ら
の

お
ね
が
い

ちゅとらは、

ゆるキャラグランプリ

２０１９に

出場しています！

事務局からのお願い

北海道
支部

岡田 丈雄 （EE1968）　TEL.0166-48-4766
〒079-8416　旭川市永山6条17丁目1番1号

東北
支部

齊藤 勝美 （EK1974）　TEL.018-823-1529
〒010-0931　秋田市川元山下町7-31

東京
支部

後藤 哲行 （ED1973）　TEL.047-397-1135
〒272-0137　千葉県市川市福栄3-23-1-706

新潟
支部

富永 哲臣 （EA1999）　TEL.0254-22-5336
〒959-2453　新潟県新発田市三日市213-1

静岡
支部

望月 建志 （EC1980）　TEL.054-385-7795
〒421-3214　静岡市清水区蒲原堰沢442-2

浜松
支部

小池 元也 （EC1976）　TEL.053-453-4806
〒432-8043　浜松市中区浅田町39

西三河
支部

渡邉 敬一 （ES1973）　TEL.0565-28-5639
〒471-0822　豊田市水源町3-23-2

半田
支部

加藤 凱也 （ES1970）　TEL.090-9663-3131
〒475-0004　半田市上池町5-44-4

春日井
支部

林 克巳 （EC1987）　TEL.0568-81-1851
〒486-0844　春日井市鳥居松町6-27-3

岐阜東部
支部

宮嶋 茂年 （EC1975）　TEL.0572-27-7613
〒507-0071　岐阜県多治見市旭が丘5-2-5

三重
支部

錦 金則 （EC1967）　TEL.059-228-4025
〒515-0833 三重県松阪市西野町315-1

富山
支部 谷井 美光 （EE1968）　

関西
支部

田中 靖 （ES1969）　TEL.080-6174-0705
〒651-0053　神戸市中央区籠池通2-1-18

四国
支部 加渡 義治 （EA1976）　徳島県 福岡

支部 休止中　

プレゼント企画

1
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