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コロナ禍の今、
同窓会に望むこと

巻頭座談会
Vol.69

主催：学校法人 中部大学 / 共催：ローマクラブ日本, 中日新聞社 / 協賛：日本工学アカデミー、国際連合地域開発センター、アジア開発銀行研究所、日本環境共生学会

日時：2020年10月14日（水）  14：00〜16：30（日本時間） / 方式：世界同時遠隔中継

　学校法人中部大学創立80周年記念シンポジウムとして、50周年を迎えたローマクラブのワイツゼッカー名誉会長らを招いて、20世紀
西欧システムがもたらした経済、政治、気候、感染症の危機に陥っている地球社会を立て直すために、受容とバランスを拠り所とする日本
の文化、科学技術が独自の未来を築いていく道を探ります。中部大学が擁する世界トップクラスの教員集団とローマクラブ日本メンバーが
協力し合うことにより、新たな時代の地平を拓くチャレンジを展望します。

 学校法人中部大学 創立80周年記念国際シンポジウム（日英同時通訳付）

私たちは、ポスト・コロナ時代をどう拓くのか？
〜中部大学＋ローマクラブの挑戦〜

参加を希望される方は、https://www.chubu.jp/80th/news/8733/か右記のQRコードから
アクセスしてウェブ登録くださると、web参加アドレスを送ります。参加申し込み（ウェブ登録）

E-Mail  80symposium@office.chubu.ac.jp   TEL.0568-51-9400お問い合わせ先

鼎談

Post COVID-19パンデミックにおける中部大学80周年とローマクラブ日本
飯吉厚夫（中部大学理事長/総長）
野中ともよ（中部大学客員教授/ローマクラブ執行役員/元NHKメインキャスター/元三洋電機会長）
林良嗣（中部大学教授/ローマクラブ日本代表）
　
キーノート

目を覚まそう！わたしだけの経済から人と地球のいのちのバランスへ
エルンスト・フォン・ワイツゼッカー

（ローマクラブ名誉会長、元ドイツ国会環境委員長、元カッセル大学学長、環境思想の世界的リーダー）
　
ラウンドテーブル

ポストコロナ時代を拓く「地球価値」とは？日本の文化・科学技術の貢献
〜西洋と東洋の架け橋となるSDGs-Japanに向けて〜
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◆ コーディネータ

◆ パネリスト

◆ コメンテータ 

◆ 閉会挨拶

野中ともよ（ローマクラブ執行役員）
飯尾歩（中日新聞論説委員）

山本尚（中部大学教授、文化功労者）
　「民族性と科学技術アプローチ」
黒田玲子（中部大学特任教授、ローマクラブ会員、元国連事務総長SDGs諮問委員）
　「Post COVID-19社会の中の科学とSDGs」
チャンドラン・ネール（GIFT代表、ローマクラブ執行役員、香港在住のアジアを代表するオピニオンリーダー）
　「アジアの思想とPost COVID-19社会経済システム」
辻本雅史（中部大学副学長）
　日本人の思想形成について-江戸時代の視座から
小宮山宏（三菱総合研究所理事長、ローマクラブ会員/東京大学28代総長）
　「課題先進国とPost COVID-19プラチナ社会」
ヴェルナー・ローテンガター（カールスルーエ工科大学名誉教授/元世界交通学会会長）
　「Post COVID-19のモビリティとロジスティックス」
八重樫武久（元トヨタ自動車理事/ハイブリッド開発統括）
　「何故、世界の技術規範は劣化していくのか:自動車産業界の不祥事と、その回復策」

茅陽一（地球環境産業技術研究機構理事長、ローマクラブ名誉会員）
松浦晃一郎（中部大学学事顧問、ローマクラブ名誉会員、元ユネスコ事務局長）
中西久枝（同志社大学グローバル・スタディーズ研究科長）

石原修（中部大学学長）
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活動レポート
◆ホームカミングデー
◆同窓会課外活動表彰式
◆2019年度学業・研究発表援助費支給者
◆奨学金授与式

P.2

P.7

新型コロナウイルス感染症が拡大している今、

同窓生の皆様にも中部大学の感染拡大防止対策について知っていただきたいと思い、座談会を行いました。

教務支援課、学生支援課、キャリア支援課の学生教育部三課長からは支援と対策・要望について、

また、学部生と大学院生にも中部大学や同窓会へ望むことを聞きました。

コロナ禍の今、
同窓会に望むこと

C o n t e n t s
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P.2 1支部だより
◆春日井支部

インフォメーション
◆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

決算報告・予算

同窓会TOPICS

事務局だより

櫻井 誠 教授
中部大学同窓会 広報委員
工業化学科 1989年度卒

出口 良太 さん
教務支援課 課長

国際文化学科 1997年度卒

大竹 雄平 さん
学生支援課 課長

渡邉 真和 さん
キャリア支援課 課長

経営情報学科 1999年度卒

大井田 諒 さん
工学研究科機械工学専攻2年

冨田 美結 さん
生命健康科学部

スポーツ保健医療学科3年

ご あ い さ つ

同窓生の皆様におかれましては、ますますご健勝

でご活躍のこととお喜び申し上げます。

しかしながら同窓会活動では、今年3月からのコ

ロナ禍により、定期的な行事が開催できない状況に

なっています。特に、本年は同窓会設立50周年記念

事業を開催する予定でしたが、残念ながら延期せざ

るを得ませんでした。記念事業の開催の可否につ

いては今後の理事会での審議にて速やかに決定し

ていきたいと考えていますが、恒例のホームカミング

デーの開催については、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から理事会において中止の決定をし

ました。楽しみにしていただいている皆様にはご理

解をいただきたいと思います。

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」

に挙げられている一つ「会議はオンラインで」につい

て、理事会に諮る議題調整についての正副会長会

議において、試行を始めました。今後、理事会にお

いても可能かどうか検討を進める所存です。各地域

支部におかれましても、同様に活動に苦慮されてい

ると思いますが、この機会に新たな活動方式も考え

ていただければ幸いです。

同窓 会として誇らしいこととして、東 北 支 部 長

の齊藤勝美氏が、国際学会から「Trojan Horse 

Award 2019」を受賞されました。今後ますますのご

活躍を祈念します。同窓生のご活躍を、皆さんに積

極的に紹介していきたいと思いますので、自薦他薦

を問わず情報提供いただけますようお願いいたし

ます。

最後になりますが、大学にコロナ禍で修学継続が

困難になっている学生を支援することを目的に、総

額で6,000万円の寄付を行いました。また、同様な目

的のため、支部からも寄付をいただきました。心から

感謝申し上げます。

今後も、同窓会員皆様の積極的な活動が、本会の

発展及び中部大学の発展に寄与し、社会貢献にも

つながることを願っています。いち早くコロナ禍が過

ぎ、皆様方が安心安全に過ごしていただけることを

お祈りし挨拶とします。

ちゅとら
プレゼント企画

あります！

櫻井　本日は、新型コロナウイルス感染拡

大に対する各支援課の対策、また、学部生

と大学院生には大学や同窓会へ望むこと

をお聞きしたいと思います。まずは春学期の

対応について、教務支援課の出口課長か

らお願いします。

出口　3月に国内で感染が拡大したこと

で、中部大学としては3月23日の学位記授

与式は規模を縮小して実施。しかし、4月1

日に予定していた入学式は残念ながら中

止となり、春学期の授業も感染拡大防止

のため、当初の開始日から１カ月ほど遅ら

せ、5月7日から全面遠隔で開始することに

なりました。これまでは大学に来て授業を受

けることが通常でしたが、大学としては学

生・教職員の安全を第一に、そして教育の

質をいかに落とさないかを考えて出した方

針が遠隔授業でした。その後、5月14日に

緊急事態宣言は解除されましたが、5月末

までは遠隔授業を継続し、6月1日から一部

の実験・実習・実技科目は人数を制限し

ながら対面での授業を始め、7月6日からは

対面授業の対象科目を拡大しています。

ただ、対面授業において、感染に不安を

感じる学生には出席は強要せず、教員へ

相談することで、別途課題等により対応し

ていただくよう配慮をしています。遠隔授業

には大きく分けて、都合の良い時間にアク

セスして受講するオンデマンド型と、Zoom

等を使用した同時双方向型の2種類があ

りますが、学生も教員も初めての経験で大

変な苦労があると聞いています。たとえば、

学生からは「課題の量が増えて大変」、

巻頭座談会

中部大学同窓会

土木工学科 1978年度卒
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■ 名鉄バス中部大学線の運行対策（3密防止、アルコール消毒、1台あたりの乗車制限）
■ 仮設手洗い場の設置（9号館下、48口）、アルコール消毒液の設置（学内各所）
■ サーモグラフィーの設置（9、10号館）、学内主要建物の動線明示
■ 遠隔授業受講希望者のための講義室を開室（10号館、入館管理を徹底）
■ 食堂・学生ラウンジの座席の間引き（約2150席→約1050席）、掲示による注意喚起

「一人で受講してい

るので自分だけが理

解できていないのか不

安」、「ペースをつかめ

ず規則正しい生活を送るのが困難」という

声が上がっています。また、教員からは「授

業の準備時間が対面と比べて4倍近く増

えた」、「対面授業に比べて学生の理解

度が落ちていないか不安」という意見もあ

りました。一方で、学生と教員の両方から、

「対面よりも個々で質問・対応ができるの

は良い」という声や、教員からは「授業内

容を刷新するよい機会となった」と、遠隔授

業に対する肯定的な意見もいただいてい

ます。新入生の皆さんにとっては、4月以降

同級生と一度も顔を合わせないまま2カ月近

く経ち、不安を感じながら過ごす日々が続

いていました。この間、学科の先生方が遠

隔で学生と面談等を行い、できる限り不安

を解消するよう努めていましたが、6月に入

り一部の学科で新入生を対象とした学科

行事を行い、ようやく新入生同士が顔を合

わせることができました。秋学期の授業方

法は検討中ですが、大学としては学生の

想いを受けて、何とか全ての学生が大学

の教室で授業が受講できるよう可能な限り

の方策を講じたいと思っています。しかし、

首都圏だけでなく愛知県内でも感染拡大

が危惧される中、何より学生と教職員双方

の安全を第一に考える必要がありますの

で、状況に応じて段階的に対面と遠隔を

併用していくよう準備を進めています。

櫻井　大学生活は勉強するだけが全て

ではありません。手段が限られていますが、

交流も不可欠です。では学生支援課の対

策をお願いします。

大竹　まずは、中部大学同窓会及び同

窓会員の皆様には日頃より学生へ多大な

ご支援を賜りありがとうございます。特にご

寄付は、「学生生活の安定・充実」、「下

宿生の生活支援等」を目的とした奨学

金・支援金として多くの学生の支援に活

用させていただいております。また、この度

の感染症拡大の影響により経済的に困

窮した学生のためにご支援いただけると

伺いました。重ねて御礼申し上げます。ここ

では大学の対応も含めてお話します。新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴

い、学園は2月に「新型コロナウイルス感

染症対策本部」を設置しました。以降、対

策本部の意思決定に基づき、「適時の

情報発信」、「施設・設備の対策」、「緊

急修学支援」、「制度・行事等の柔軟な

運用」を行っています。情報発信では、国

や県の方針に準拠して大学としての行動

指針を示したり、緊急事態宣言が発出さ

れた際には入構規制を設けたり、入構規

制解除後の学生の通学にあたっての方

針を示した他、課外活動団体への注意

喚起も行いました。また、国や県等が行う

経済支援や学生が必要とする情報は積

極的に発信してきました。さらに、施設・設

備の対策（図表）としては、バスの運行対

策や仮設手洗い所の設置、サーモグラ

フィーの設置等を行い、緊急修学支援で

は、遠隔授業の受講に必要なインターネッ

ト環境の整備、周辺機器等の経費負担

の軽減など、学修環境整備のための緊

急支援として在学する学部生・大学院生

全員に一律5万円を支給しました（学修

環境整備充実支援金）。また、秋学期に

向けては無利息の貸費奨学金の新設が

検討されています。学生支援課としては、

学生、教職員の安全を守ることが第一優

先でありながら、できる範囲で学生生活を

過ごしてもらいたいという葛藤の中で、行

事や説明会の実施を判断してきました。

恒例のナイトウォークや全学学科対抗ス

ポーツ大会、フレッシュマンキャンプは、感

染拡大防止の観点から断腸の思いで中

止に。奨学金等の説明会は郵送対応に

切り換えたり、説明資料を増やしたり、その

他の各種申請手続き

もリスクを回避した中

でできる方法を見つけ

て対応してきました。

櫻井　ありがとうございます。では就職支援

についてお願いします。

渡邉　就職活動の本格的なスタートとな

る時期に、我々職員が学生と接触できな

いという今までにない状況で3月を迎えるこ

ととなりました。しかし、現4年生に対する就

職支援行事の一つである「学内業界研

究会」は、昨年7月に2月開催にすることを

決定していたことで、結果として感染が拡

大する前にほぼ開催することができました。

本学では就職支援を絶やすことの無いよ

うに早期に判断して行事運営を変更でき

たと思っています。4年生に対する支援は、

4月からWEB面談をスタートし、5月には活

動状況を把握するため就職アンケートを行

い、6月にはリアルタイムでリモートガイダンス

を実施するなど、できる支援を手探りで続け

ています。3年生向け就職ガイダンスは通

常4月からスタートするものを5月からスタート

し、全て動画配信等によるガイダンスに切

り替えています。ただ、動画配信はしました

が、学生の反応を見ることができません。通

常の対面でのガイダンスでは、学生の理解

度や学年ごとの特徴や雰囲気を肌で感じ

ながら今までの傾向と就職環境に照らし合

わせて、適切な支援方法を模索してきまし

たが、現状では難しく、リモート対応で何と

か支援が不十分にならないように心がけて

います。さらに正課のインターンシップも、「イ

ンターンシップA」のマナー講座は遠隔で

全て対応しましたが、就業体験を行う「イン

ターンシップB」は中止としました。春学期

は予定された行事の9割以上を方法は違

いますが開催することができましたが、今後

検証しながら不十分な点を補っていきたい

と考えています。秋学期については授業運

営方針に則って検討したいと思いますが、

通常に近い開催を目

指しつつ、状況を見て

判断していくしかないと

思っています。

櫻井　三課長からお話しいただきました

内容の濃さから相当な悩みや苦労を感じ

ました。また何より、いかに職員の皆さんが

学生の反応を直接見たいかということもわ

かりました。

めざすは
未来の人材育成

櫻井　ではお二人に入学したきっかけや

現状の困りごとなどをお聞きします。

冨田　小学生の頃からずっとスポーツを

続けてきて、スポーツに関わる仕事に就きた

いと思っていました。また、スポーツに関する

栄養にも興味があるため、中部大学の食

品栄養科学科を検討しましたが、あらため

てスポーツに関わる学科を調べて、スポー

ツ保健医療学科に入学を決めました。今

は、この学科で体育教員の免許の資格が

取れるようになったらいいなと思っています。

遠隔授業では、メールでの質問に対して

先生から回答をいただけているので、理解

を深めることができています。

大井田　私は幼い頃からモノづくりが好き

で、将来は開発や設計をする仕事に就き

たいという目標があり、迷わず機械工学科

への入学を決めました。中でも中部大学は

実習や製図をする設備が他大学と比べて

図表 ： 通学・学内における感染防止対策

撮影：中部大学同窓会サロンにて（2020年7月28日）
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も新しく充実していて、社会へ出たときにす

ぐに活躍できる人材を育成しているという

説明に魅力を感じました。大学院への進

学を決めたのは、4年生の1年間で研究が

終わってしまうのはもったいないという思いか

らです。今は研究に専念していますが、問

題点は、感染拡大の影響で2年生になっ

てから後輩に会えていないこと。後輩の4年

生の配属は決まっていますが、研究室内で

の密を避けるため、まだ一度も呼べていませ

ん。一人で研究を進めていますが、実験を

上手く進められずに困っています。

櫻井　わかりました。ではもう一つ質問で

す。同窓会は今、さまざまな学生支援を

行っていますが、それらをどのタイミングで

知ったのか、または知らないままなのかを教

えてください。

冨田　同窓会を初めて知ったのは入学

式のときでした。「不言実行」が印字され

たUSBメモリをいただいた記憶があります。

その後、どのような活動をしているかまでは

知らず、活動内容は本日の座談会の参加

にあたってホームページを見て知りました。

櫻井　大井田さんはいかがですか。

大井田　私もUSBメ

モリをいただいたとき

に、同窓会からの寄贈

ということで知りました。

実際にどのような活動をされているかは知

らないままでしたが、学部の卒業前に同窓

会の代議員に選ばれ、そこで同窓会を再

認識して活動内容を知るきっかけになりまし

た。その後、同窓会の総会に出席したとき

に活動内容を調べて、本日の座談会に参

加するにあたって再度ホームページを見て

確認した次第です。

櫻井　では、私から同窓会活動について

お伝えしましょう。中部大学には各学年80

名に給付される育英奨学生制度がありま

すが、それとは別に、一人当たり10万円／

年×200名で計2千万円の同窓会育英奨

学生制度の原資を給付しています。また、

今年は「桃園の会」という組織が学内に

作られ、同窓会はコロナ禍による退学者抑

制のために、同窓会費から合計6千万円

を寄付いたしました。さらに、資格取得の際

に必要な大学の卒業証明書発行手数

料も同窓会で支援していますし、研究発

表の支援金やホームカミングデーの開催、

スポーツ大会でのタオル寄贈も行っていま

す。では、大学や同窓会に望むことを教えて

ください。

冨田　先ほどお話し

たように、私は栄養に

も興味があります。中

部大学には、他学科

の授業を受けられる制度がありますが、その

認知度を上げてほしいです。素晴らしい制

度ですし、もっと学生が知り受講できれば学

びの幅も広がると思います。もう一つは、学

内のWi-Fi環境の向上です。生命健康科

学部の講義室しかわかりませんが、Wi-Fi

が繋がりにくい場所があり、パソコンでの作

業で困っている友人もいるので、できれば

改善していただきたいです。また、同窓会に

求めることは就職支援です。就職について

迷ったり悩んだりしている今、卒業生の方

の就職や仕事に関する生の声を聞ける会

を開催していただきたいです。少人数であ

れば質問もしやすいですし、意見交換もし

やすくなると思います。先輩の体験談を聞く

ことで不安も解消できるはずです。

出口　「副専攻」は学生便覧や大学案

内にも掲載していますが、あまり周知されて

いないかもしれません。意欲のある学生にき

ちんと伝わるようにしていく必要があると思い

ます。また、現在、大学としてもWi-Fi環境を

整備している中で、特に重要性がより高まっ

ている今、検討が必要ですね。

櫻井　大井田さんはいかがですか。

大井田　設備面ですが、私が入学時に

大きな魅力と感じていた製図ソフトのバー

ジョンアップを望みます。2つ目は、大学院に

進学して感じたのですが、専門科目の授

業の開講数を増やしてほしいです。3つ目

は、学食の食券機のキャッシュレス決済が

進めば、もっと支払いやすくて便利だと思い

ます。

櫻井　貴重なご意見をありがとうございま

す。それでは、最後に三課長から同窓会へ

望むことをお願いします。

大竹　私もそうですが、自分の出身大学

のことは気になるものです。まずは在学中か

ら中部大学のことを好きになり、帰属意識

を高めてもらいたいと思っています。学生生

活を送る上でたくさんの方からの支援があ

ります。中でも同窓生の皆さんから応援い

ただいていることを認識してほしいです。学

生自身が中部大学の一員という意識を強

く持つことにより愛校心が生まれ、卒業後も

後輩たちを応援したいという気持ちや母校

の近況を知りたい気持ちが芽生えると考え

ます。時間がかかりそうですが、この繰り返

しが「中部大学ファミリー」をより温かく強い

ものに変えていく近道ではないでしょうか。そ

こで同窓会へ一つ提案をさせてください。

仮称ですが、「未来の同窓生を育成する

ためのプロジェクト」の創設です。まずは支

援を求めたい学生を募ります。その学生を

同窓生にPRして、応援したいという同窓生

の支援金が直接その学生に届く仕組みで

す。学生は目標を決め、その過程で進捗を

報告する。頑張っていればまたさらに同窓

生に支援していただける形をつくれば、同

窓生もどんな学生がいるだろうと気になり、

応援したいという気持ちも芽生えます。逆に

応援してもらっている学生からすれば、自分

が学生時代に先輩たちから応援してもらっ

たとなれば、卒業してからも自分も学生を応

援したいという気持ちが芽生えるのではな

いでしょうか。現役学生・同窓生の愛校心

をより高める一助となれば、さらに強い同窓

会になっていくと思います。

櫻井　学生たちが、10年後、20年後の未

来にそうした立場になるような学生生活を

送ってほしいですね。では出口課長、お願

いします。

出口　学生は4年間学んだ後に社会へ羽

ばたいていくわけですが、同じ学び舎で学

んだ者同士が交流をしていくことで卒業後

も繋がっていき、それがそれぞれの発展に繋

がり、ひいては大学の発展に繋がっていくと

考えたとき、同窓会の存在は欠かせません。

たとえば文系と理系との繋がりが同窓会を

介してできることもあると思いますし、先ほどの

大竹課長の提案も賛同する人が必要です

が、そういった人はどこにいるかといえば同窓

生、つまりみんなが一つになっている同窓会

だと思います。そうした人的交流の場を提供

していっていただけるとありがたいです。

櫻井　ありがとうございます。では最後に渡

邉課長、お願いします。

渡邉　私自身、卒業生として考えたとき、何

を望むかと言えば大学の存続です。自分

が卒業生だということは、大学があって初め

て言えること。ただ、個人的支援には限界

があって、大学の発展に同窓会として何が

できるかを考えることが一番重要なんだろう

と思います。就職の切り口で考えれば、大

学は今100周年に向けて邁進しているとこ

ろですが、これまでの50年は社会で認知さ

れていない中で先輩方が頑張ってこられた

日々で、その努力のおかげで今があると思

います。ただ、今の学生は、社会で活躍す

る先輩がいるという恵まれた環境があると

思いますし、半世紀経ってやっと歴史ある

大学の仲間入りができているのかなと思い

ます。つまり、卒業生に繋がって就職するサ

イクルを大学としてつくっていかなければ、

歴史のある大学としては寂しいですし、先

ほど冨田さんの要望にもありましたが、卒業

生との交流会を4年前から企画して「ようこ

そ先輩」という名で実施しているように、こう

した卒業生が就職を含めて自然に導いて

いくような催しは、キャリア支援課としても作

り上げていかなければなりません。同時に、

出口課長の話にもあったように、先輩が幸

せな生活をしていて、一番のお手本であり、

そこに導いてくれれば、大学への帰属意識

も生まれてくると思います。最終的に学生が

卒業した後に大学に感謝する局面はどん

なときだろうと考えると、私事ですが、子ども

が間もなく大学生になりますが、わが子のた

めに学費が払える、大学で勉強してきたこと

でお金を稼ぐことができて人並みの生活が

送れるという点は、感謝しなければなりませ

ん。卒業後の満足は、個 で々捉え方が違い

ますが、かなり息の長いことと想定して考え

るべきで、そのために交流をすること、また卒

業生が助けてくれているという理解を学生

の間で高めることが、良いサイクルを生み出

す最大の要因だと思います。

櫻井　大学や同窓

会に望むことを突き詰

めて考えると、卒業生

一人ひとりがいかに社

会で活躍しているかにかかっているように

思います。そのために大学は4年間でそうし

た人材の育成に腐心する。同窓会はそれ

を側面から、経済的・人的に支援して、卒

業生、大学、同窓会の三者が良くなる。つ

まり、同窓会としては、大学のプレゼンスが

上がることを望んでいます。それは結果的に

同窓会のプレゼンスの向上を意味します。

そのためには、教職員が一体となって学

生教育をしっかり行うと同時に、学生たちに

もぜひ中部大学を好きになってもらって、ど

れだけ後輩たちを助けてあげようと思って

卒業してもらえるかという点に尽きると思いま

す。本日はありがとうございました。

卒業生との交流会「ようこそ先輩」の様子（2019年11月13日）
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ラグビー部 第27回東海学生7人制大会 優勝
（全国大会出場条件獲得もワールドカップ開催により中止）

準硬式野球部 第51回全日本大学選抜準硬式野球大会清瀬杯 出場

混声合唱団 中部大学混声合唱団 第40回記念演奏会（定期演奏会を40回継続して開催）

優秀な成績を収めた団体と個人を表彰
同窓会では、一年に一度、課外活動で全国大会およびそれに準ずる大会に出場、また特に優れた成績を収め、母校の名誉を高めた団体および個人を表
彰する式を開催しています。2019年度はその功績をたたえて8団体と26名の個人を表彰し、賞状と副賞を授与しました。

■ 2019年度同窓会課外活動表彰 受賞者

同窓会課外活動表彰式ホームカミングデー 2019年11月3日（日）
1,244名（会員家族を含む）

第1学生ホール ほか

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 高松宮記念杯男子第62回令和元年度全日本学生ハンドボール選手権大会 出場
男子第58回令和元年度西日本学生ハンドボール選手権大会 第3位

卓球部 第89回全日本大学総合卓球選手権大会 男子団体 出場

陸上競技部 秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会
（4×400mリレー、男子4×100mリレー） 男子・女子 出場

剣道部 第67回全日本学生剣道優勝大会 男子団体 出場

空手道部 第63回全日本大学空手道選手権大会 男子団体・女子団体組手 出場

■ ハンドボール部

山城 翔 日本語日本文化学科4年 男子第58回令和元年度西日本学生ハンドボール選手権大会
特別賞

■ 剣道部

佐久間 悠実 英語英米文化学科3年 第53回全日本女子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3年 第67回全日本学生剣道選手権大会 出場
第66回全日本学生剣道東西対抗試合 出場

向坂 浩哉 機械工学科2年 第67回全日本学生剣道選手権大会 出場

■ 弓道部

加藤 明日香 日本語日本文化学科4年 第67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4年 第67回全日本学生弓道選手権大会 出場

関口 修身 経営総合学科3年 第67回全日本学生弓道選手権大会 出場

小島 駿也 応用化学科2年 第67回全日本学生弓道選手権大会 出場

酒巻 京平 情報工学科2年 第67回全日本学生弓道選手権大会 出場

若杉 瑳和 コミュニケーション学科1年 第67回全日本学生弓道選手権大会 出場

本庄 結香 幼児教育学科1年 第67回全日本学生弓道選手権大会 出場

■ 硬式野球部

平松 卓磨 経営総合学科4年 2019年度愛知大学野球春季リーグ戦 最優秀防御率賞

武市 啓志 国際学科4年 2019年度愛知大学野球秋季リーグ戦 敢闘賞

丹下 大輝 国際学科3年 2019年度愛知大学野球春季リーグ戦 敢闘賞

杉本 修太郎 経営総合学科2年 2019年度愛知大学野球秋季リーグ戦 打撃賞

■ 陸上競技部

志村 和香奈 作業療法学科4年 秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会
（走幅跳） 出場

松石 直樹 ロボット理工学科3年 秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会
3000m障害、1500m 出場

森 野々花 心理学科3年 秩父宮賜杯第72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3年 秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会
800m 出場

■ 卓球部

世古 美鈴 幼児教育学科4年 第4回オール西日本大学卓球選手権大会 女子シングルス 出場

岡田 健汰 経営総合学科3年 第4回オール西日本大学卓球選手権大会 男子シングルス 出場

■ 水泳部

近藤 史隆 ロボット理工学科4年 第95回日本学生選手権水泳競技大会
アーティスティックスイミング競技マーメイドカップ デュエット 出場

佐々木 らら 応用生物化学科2年 第95回日本学生選手権水泳競技大会
アーティスティックスイミング競技マーメイドカップ デュエット 出場

■ トライアスロン部

小西 拓海 歴史地理学科4年 2019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4年 2019日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 出場

■ フライングディスククラブ

松本 拓 スポーツ保健医療学科4年 2018U-23アルティメット地区選抜対抗戦
中部地区選抜に選出

場 所日 時
参加者

2019年12月18日（水）
中部大学講堂

日 時
場 所

各支部長から景品と支部の紹介。その後、抽選が行われ、景品が手渡され
ました

団
体

同窓会活動報告　2019.10 〜 2020.9 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。

第40回目のホームカミングデーには、1,200
名を超える同窓生とそのご家族の皆さんにご
参加いただきました。受付後、ちびっこ広場
の会場となった第2学生ホールでは、来場者
におにぎりと唐揚げが配られ、さかな釣りゲー
ムやプラ板作りなどを楽しむ親子連れで賑わ
いました。午後になると、第1学生ホールで恒
例の福引き大会がスタート。特別賞（旅行券
3万円分）をはじめ各支部が提供する景品の
抽選が行われ、次 と々当選番号が発表されま
した。最後に、会長賞（新穂高山荘宿泊券）
の抽選が行われて会は終了。当選者は、景
品引換所で商品を受け取り、盛況のうちに閉
会となりました。

令和初の開催は
節目の第40回

兄弟姉妹で中部大学を卒業し、ホームカミング
デーに参加してくださった3組に「兄弟姉妹賞

（ジェフグルメカード1万円分）」が贈られました

合計111本の賞品が手渡されました

多くの来場者で賑わう受付 中部大学ファミリーが一丸となって発展していくためにも、同窓会の力添え
をお願いしたいとお話された石原学長。ご挨拶の後に特別賞の抽選を行っ
ていただきました

会長賞の目録を手にする当選者の同窓生

掲示された当選番号の前で番号を探す同
窓生の皆さん

多くの家族連れで賑わったちびっこ広場

個
人
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秋に授与式を開催予定

研究に注力でき、
論文がより良いものに
なりました。

援助費のおかげで
学部生時代から
学会発表を経験。

毎年7月に、同窓会では2年生以上を対象に、学業成績、人物などを評価のうえ決定して、育英奨学金を授与しています。しかし、今年は新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、スケジュールが変更となり、授与式は2020年10月2日（金）に、不言実行館1階アクティブホールで行う予定です。

奨学金授与式

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）。

Pick up VOICE ｜ 受給者の声 （受給年度：2019年度、学年は2020年度のもの）

Pick up VOICE ｜ 受給者の声 （受給年度：2019年度、学年は2020年度のもの）

研究が多忙でアルバイトも満足に行えないときに、学業・研究発表援助

費の存在を知り申請しました。援助費を受給できたことで、本来、アルバ

イトに割いていた時間を研究に充てることができ、研究・論文がより良い

ものになったと思います。また、研究が評価されたと感じることができ、モ

チベーションも上昇しました。今は、2019年10月の台風19号により生じ

た、長野県千曲川の破堤による浸水に対する解析を行っています。現地

の観測データと浸水解析によって算出された浸水深を比較することで、

モデルの妥当性評価を行うとともに、当時の浸水の様子を明らかにする

ことが目的です。研究結果を実際の対策に生かすためには、再現性の高

いモデルが要求されるため、災害時の情報を集め解析データを作成し、

氾濫流の挙動を表現するプログラミングを行い解析することが重要です。

こうして算出された結果に対して、さまざまな考察を行うことで災害への理

解がより深まることにやりがいを感じています。

援助費の存在を知ったのは学部4年生のときです。学会は参加費だけ

でなく、年会費や宿泊費、移動費等も必要です。そんな折、学会発表す

る学生への援助制度があると先輩から教えていただき申請しました。大

学院生に比べ、学部生は研究活動に対する援助が少なく、高額な学会

参加費が学部生の研究経験を積む障害になっています。しかし、援助費

を参加費の一部に用いることができたため、学会に参加し、大勢の社会

人の前で発表する経験を得ただけでなく、国内外の研究者や、企業の

方 と々直接お話する機会を得ることができました。さらに、援助を頂くこと

で、大学から支援を受けられる成果を出せたという達成感も得られました。

大学院に進学した今も援助制度を利用して、「農作物に被害を与えて

いる難防除害虫である線虫を駆除する新規農薬開発」を行っています。

COVID-19の影響で大変な状況ではありますが、今年度中に博士号を

取得し、社会から必要とされる人材となることを目指しています。

勉強する時間を増やすことができました。

現代教育学部
現代教育学科 4年

阿部 俊介さん

応用生物学研究科
応用生物学専攻

博士後期課程 3年

浜口 昂大さん

工学研究科
建設工学専攻

博士前期課程 2年

佐藤 大介さん

中学校の先生に憧れて、教員になりたいと思うようになりま

した。中部大学への入学を決めたのは、小学校教諭の免

許に加え、私が好きな理科の中学校教諭の免許も取得す

ることができるからです。 同窓会育英奨学金を知ったのは3

年生の時。ゼミの先輩の勧めもありましたが、何より奨学金

を受給できれば、自分の時間が増え勉強に集中できると思

い応募しました。実際、制度を利用する前は、最低限の課題

しかできませんでしたが、利用後は、わからないことや知りた

いことまで調べられるようになったと思います。現在は、教員

採用試験の筆記試験に向けて教育関連の法律や小学校

全科の勉強中。また、小学校でボランティアを行っており、

児童とのコミュニケーションについても学んでいます。目標

は、生徒に寄り添い、導いていける教員。そのためにも残り

の大学生活で多くの知識と経験を積むつもりです。

留学後は勉強に対する意欲がアップ。

留学に興味を持ったのは高校生の頃。中部大学には多様

な留学制度があることを知り、国際学科ならさまざまな国の

文化、言語、歴史を学ぶことができ、視野を広げ、知識を深め

られると思い入学を決めました。1年次から学費だけでなく、

留学費用も少しずつ貯めていきたいと考えてアルバイトをし

ていました。そんな折に友人が教えてくれたのが給付型の同

窓会育英奨学金制度です。この奨学金を学費に充て、ア

ルバイト代を留学費用として貯めることができ、かねてから希

望していた留学に行くことができました。帰国後は、英語の

勉強により力を入れるとともに、奨学金を受給される立場に

なったことで、以前より気を引き締めて授業に臨むようにもな

りました。今後は、もっとさまざまなことに挑戦していきたいで

す。3年生になりゼミや就職活動も始まり、より多くの経験が

自分の力になると考えています。

在学中に免許証取得の目処が立ちました。

数学と理科が得意で、それらの科目を応用できる工学を学

びたいと思い、高校の行事で見学した中部大学の広大な

キャンパスと充実した施設・設備に魅力を感じて入学しまし

た。同窓会の育英奨学金を知ったのは、3年次に受講した

授業の教授からの勧めです。当時私は、自動車学校に通う

ために貯めていたお金を学費に充てたことで、免許証を取る

ことができず困っていました。勉強の時間を減らしてアルバイ

トの時間を増やそうかとも思っていたほどです。でも、その後

に奨学金制度を利用できたことで、金銭面で気にすることな

く勉強やその他の活動を行うことができ、成績も維持するこ

とができました。今は独学で学び始めたプログラミングに力

を入れて、三次元空間上で誰でも気軽にコミュニケーション

のとれるツールを作成したいと思い勉学に励んでいます。も

ちろん、免許証も在学中に取得する予定です。

2019年度学業・研究発表援助費支給者（2019年4月〜2020年3月）

学 部

応用生物学部

環境生物科学科

盛 　 　 雨 梦

大 学 院

応用化学専攻

折 山 　 宏 美
富 田 　 寛 明
三 浦 　 徹 哉
田 中 　 優 樹
横 山 　 智 成
福 王 寺 琢 也
渡 邉 　 　 亮
山 田 　 大 地
近 藤 　 敬 宏
谷 田 　 悠 太
松 浦 　 健 太

棚 橋 　 宏 旭
羽 賀 　 遼 平
橋 本 　 泰 樹
渡 邉 　 将 太
鈴 木 　 健 太
情報工学専攻

吉 田 　 拓 倫
伊 藤 　 能 平
竹 林 あや か
小 林 　 典 晃
戸 田 　 響 生
後 藤 　 吉 輝

岡 島 　 慎 哉
ロボット理工学専攻

髙 取 　 昇 悟
松 田 　 大 河

 応用生物学研究科

応用生物学専攻

川 畑 　 博 暉
坪 井 　 知 恵
杉 本 　 拓 海
小 島 　 拓 也
関 川 　 達 志
浜 口 　 昂 大
長 江 　 星 八
小 刀 称 優 光
侯 　 　 　 哲
荒 川 　 利 行

 工学研究科

機械工学専攻

渡 邊　 友 貴
渡 邉　 幸 一
永 田　 千 晶
電気電子工学専攻

渡 邉　 広 泰
渡 邉　 徳 宏
松 﨑 礼 依 未
建設工学専攻

村 瀬 　 将 隆

佐 藤 　 大 介

 工学部

応用化学科

小 林 　 茉 波
中 村 　 天 紀
電気システム工学科

藤 田 　 和 樹
安 藤 　 寿 希
ロボット理工学科

平 瀬 　 祐 貴

同窓会活動報告　2019.10 〜 2020.9 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。

国際関係学部
国際学科 3年

長谷川 紗彩さん

工学部
電子情報工学科 4年

須藤 優太さん

名称 種類 金額 募集 期間 対象 採用人数 条件等

同窓会育英奨学金 給付 10万円 5月 1年 2年次以上 200名以内 成績、人物とも優秀な学生
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春日井支部
私たちの支部は

こんなトコロです！

春日井は一大サボテン生産地！

春日井市は種から苗を育てる（実生栽培）サボテンの生産出荷量が日本一ということ
で、商工会議所を中心に春日井サボテンのブランド化を進めています。春日井市のサ
ボテンの歴史は、昭和初期に愛知県の趣味愛好家たちが中心になり、栽培が本格的
に始まったことにあります。桃山地区では大部分の農家が、桃やりんごなどの果樹栽培
を行いながらサボテンの栽培を行ってきました。しかし、昭和34年に伊勢湾台風により
果樹園が大打撃を受けたことで、それ以降サボテンの栽培に主体を切り替え、努力を
重ねて現在に至っています。近年では、観賞用のサボテンの他にもサボテンを食材に
使ったラーメンやアイスクリーム、シャンプー等のコスメ商品の開発や販促の支援にも
力を入れています。

秋のレクリエーション
2019年
11月

2019年5月18日、春日井市内に在住または在勤する卒業生同
士が、学部学科や世代を超えて交流の輪を広げていくことが
できる活動を目指して、春日井支部の設立総会を不言実行館
にて開催させていただき、15番目の支部としての活動を始めま
した。設立にあたりご理解とご協力をいただいた皆様にはこの
場を借りて感謝申し上げます。さて、高蔵寺駅から多治見方面
の廃線となった旧国鉄中央線愛岐トンネル群は、保存再生プロ
ジェクトの一環として春と秋に期間限定の特別公開を実施し
ています。そこで春日井支部は今回、秋の特別公開日に参加し
愛岐トンネル群を散策。その後、場所を移動して懇親会を開催
しました。日常を離れていつもと違う雰囲気の中で、会員同士
の交流親睦を深めることができたのではないかと思います。

人口約31万人の尾張の中堅都市、春日

井市。平安時代に活躍した書道家小野

道風の出身地と言われ、また、近年では

全国シェアの8割を占める実生のサボテ

ンが特産物としても有名です。そのため、

市は宣伝を兼ねて小野道風やサボテン

をモチーフにしたゆるキャラの着ぐるみや

グッズを制作。最近では「書とサボテンの

まち」として知られるようになりました。毎

年秋に開催される春日井まつりには、中

部大生がボランティアとして盛り上げ役

で参加。地域活性化事業にも積極的に

参加し、地元との世代間交流に取り組ん

でいます。

中部大生が躍動する、

書とサボテンのまち。

春日井支部長

林 克巳さん
土木工学科
1987年度卒

支部日記

春日井

1900年に名古
屋～多治見間

で

開通した旧国
鉄中央線。戦

後に

廃線となりま
したが、トンネ

ル群

は、明治の貴
重な産業遺産

とし

て、2016年に
国の登録有形

文化

財に登録され
ました。現在は

日本

三大廃線トン
ネル群の一つ

にも

なっています。

愛岐トン
ネル群

子ども、子育て世代、団塊の世代など幅広い世代が農業の理解や知識、興味に応じてさまざまな「農」と触れ合うことができる施設が2019年11月に開園。農業の楽しさや食の大切さを感じることができ、野菜＆果物が好きになる農業公園です。

あい農パーク春日井

さぼてんのラーメン サボテンのアイス サボテンのど飴
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2020年5月27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8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
入試」「前期入試A・B方式」「前期入試AM・BM方式」「後期入試」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。

同窓生推薦入試について（2019年度入試から導入）

角 紳一 前教授（電気システム工学科）

松尾 直規 前教授（都市建設工学科）

豊田 洋一 前教授（建築学科）

今枝 健一 前教授（応用化学科）

戸田 優男 前教授（国際学科）

和﨑 春日 前教授（国際学科）

大塚 健三 前教授（環境生物科学科）

宗宮 弘明 元教授（学長顧問）

中 部 大 学  教 員 情 報

8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。

中部大学の開学以来、中部大学同窓生は2019年度末時点で約85,000人となりました。「同窓生推薦入試」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。（2020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）

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

地区試験会場

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。

2019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）

99.7% 95.2%

求人社数

2019年度卒業生対象

18,522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 98人 97人 99.0%（全国合格率 94.7％）

保健師 16人 16人 100%（全国合格率 96.3％）

臨床検査技師 27人 17人 63.0%（全国合格率 83.1％）

理学療法士 45人 43人 95.6%（全国合格率 93.2％）

作業療法士 40人 38人 95.0%（全国合格率 94.2％）

臨床工学技士 47人 44人 93.6%（全国合格率 82.1％）

救急救命士 35人 34人 97.1%（全国合格率 87.0％）

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 64人 58人 90.6%（全国合格率 92.4％）

2019年度卒業生の国家試験受験状況

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9：00～17:00　土曜日9：00～12：00

問い合わせ先

コロナ禍での就職支援

中部大学への「求人」を希望される皆様へ

2020年度の就職環境は、昨年度と比べ180度と言ってよいほど厳しい状況となってしまいました。特に緊急事態宣言が発令された4月～5
月は就活生にとって最も重要な時期ですが活動ができず、我 も々初めての事態に困惑いたしました。その中でも学生との接点を絶やさぬよう
にWEBでの面談を早々に開始し、更に3年生向けの就職ガイダンスの動画配信や、最近ではZoomを活用してリアルタイムにガイダンスを
行うなど、一層の支援を行い、2020年度卒業生が全員幸せな社会人となれるように日々努めています。このような中、今まで以上に後輩へ
一層の支援を頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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。

退職された先生 （2019年7月〜2020年6月）
※なお、所属先は退職時のものです。

 工学部
教授 宮本 順一
教授 加藤 章
教授 川島 信
教授 安林 幹翁
教授 大日方 五郎
教授 石鍋 雅夫

 経営情報学部
講師 西本 和見
講師 須佐 大樹

 人文学部
教授 栗木 千惠子
教授 水野 雅夫
教授 ヤーッコラ 伊勢井 敏子
特任准教授 松林 正己

 総合工学研究所
特任教授 多賀 康訓

 人間力創成総合教育センター
特任教授 松井 恒雄
講師 C.D.ヨーダー
語学系嘱託講師 三島 恵理子

 生物機能開発研究所
准教授 米澤 貴之

 看護実習センター
助教 松田 麗子
助教 滝沢 美世志
助手 鈴木 朱実

 臨地実習推進部理学療法実習センター
講師 細川 厚子

 応用生物学部
教授 和田 俊夫
教授 近藤 今子
准教授 岡嶋 直子
助手 小久保 輝
助手 加藤 真穂
助手 三田 薫

 生命健康科学部
特任教授 三上 れつ
教授 村手 隆
教授 久米 和興
特任准教授 当間 健夫
准教授 藤丸 郁代
助手 浦井 久子

 中部高等学術研究所
特任教授 佐々木 力

I N F O R M AT I O N
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経常費関係
単位：円

項目 2019年予算額 2019年決算額

収入の部

経常費繰越金
経常費前年度繰越金 110,327 110,327

小計 110,327 110,327

会費

終身会費（新規卒業分） 102,520,000 96,310,000

終身会費（既卒卒業分） ー 160,000

小計 102,520,000 96,470,000

雑収入

預金利息 50 37

代議員会懇親会参加費 300,000 0

その他 10,000 1,000

小計 310,050 1,037

収入合計　 102,940,377 96,581,364
　

支出の部

会議費

代議員会費（総会費） 2,500,000 1,928,992

役員会費 100,000 373,876

役員旅費 3,000,000 3,985,790

小計 5,600,000 6,288,658

渉外費

来賓接待費 100,000 0

渉外交際費 500,000 274,229

小計 600,000 274,229

本部事業費

会誌等刊行費 6,500,000 6,707,674

支部助成費 5,500,000 5,644,575

ホームカミングデー費 2,100,000 1,804,117

その他 200,000 108,800

小計 14,300,000 14,265,166

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,600,000 3,372,000

学業・課外活動奨励費 24,000,000 17,630,000

その他 300,000 4,292,382

小計 27,900,000 25,294,382

人件費

事務員給料 6,400,000 1,035,406

アルバイト料 70,000 104,000

小計 6,470,000 1,139,406

事務運営費

通信運搬費 5,000,000 8,716,275

諸印刷費 1,200,000 1,736,511

事務運営システム費 1,500,000 1,475,376

備品費 0 0

消耗品費 300,000 351,912

保険料 100,000 67,818

小計 8,100,000 12,347,892

事業積立金

事業運営積立金 2,000,000 2,000,000

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

小計 22,000,000 22,000,000

返金
終身会費返金 16,000,000 0

小計 16,000,000 0

雑費

慶弔費 100,000 66,780

卒業証明書援助費 1,000,000 819,000

振込手数料 300,000 168,262

その他 10,000 3,750

小計 1,410,000 1,057,792

予備費
予備費 560,377 99,790

小計 560,377 99,790

経常費繰越金
経常費次年度繰越金 0 13,814,049

小計 0 13,814,049

支出合計　 102,940,377 96,581,364

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 2019年予算額 2019年決算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 256,542,351 256,542,351

事業運営当年度積立金 2,000,000 2,000,000

育英奨学資金繰越金から科目移動 ー ー

小計 258,542,351 258,542,351

雑収入

利子 60,000 18,868

国債利金 508,110 508,110

小計 568,110 526,978

収入合計　 259,110,461 259,069,329
　

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

準会員積立金へ科目移動 191,529,568 191,529,568

小計 212,529,568 191,529,568

事業運営次年度繰越金 46,580,893 67,539,761

支出合計 259,110,461 259,069,329

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 2019年予算額 2019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 38,981,870 38,981,870

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

収入合計　 58,981,870 58,981,870
　

支出の部

事業運営事業費

育英奨学積立金支出 20,000,000 19,798,000

事業運営費へ科目移動 ー ー

次年度繰越金 38,981,870 39,183,870

支出合計 58,981,870 58,981,870

事業運営関係（準会員積立金）
単位：円

項目 2019年予算額 2019年決算額

収入の部

事業費

事業運営繰越金から科目移動 191,529,568 191,529,568

準会員積立繰越金 ー ー

国債 100,000,000 100,000,000

準会員積立金収入（新学年分） 99,000,000 9０,４３0,000

収入合計　 390,529,568 381,959,568
　

支出の部

事業費

準会員積立金支出（卒業生分） 102,520,000 96,310,000

退学者返金 ー 7,439,568

次年度繰越金 288,009,568 278,210,000

支出合計 390,529,568 381,959,568

2019年 決算

2020年代議員会および
臨時代議員会について

退学者抑制を目的とした修学支援金額は

　・経常費関係予算の組替えで ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000,000円

　・特別資金関係事業運営関係予算の用途変更で ・・・ 20,000,000円

合計40,000,000円の緊急支援金を準備。

「コロナ対策修学支援金」

　本年の代議員会は新型コロナウイルスの影響により3月の定期開催が延期となり、さらには集合

いただいての開催が、「緊急事態宣言」などにより、書面審議における開催として実施させていただ

きました。代議員の皆様のご協力により全ての議案につきまして成立いたしました。誠に有り難うご

ざいました。

　また、定期代議員会の書面審議においてもご意見がありましたが、今回の新型コロナウイルスの

大きな影響により、企業活動・経済活動の停滞、停止などの急激な経済変化、影響が長期化する中

で、母校においても経済的困難や不安を抱えている学生が増加しており、経済的理由による退学

者の増加が予想されておりました。

　このような状況において本同窓会としては、本来、全学生に対し支援の手を差し伸べなければな

らないところですが、支援規模を鑑みますと同窓会単独で対応できる状況ではないため、支援の

趣旨を明確にした上で、大学へ寄付を申し出ることといたしました。

　このため、定期代議員会開催後の5月に臨時代議員会を同様に書面審議で開催し、在学生の退

学者抑制を目的とした緊急支援「コロナ対策修学支援金」寄付の実施および2020年予算の修正

予算案を審議させていただきました。

　さらに、従来の同窓会奨学金としての指定寄付である特別資金関係の育英奨学積立金支出

20,000,000円の使用目的を本年のみ拡大し、必要に応じて退学者抑制支援として利用できるよう

に変更。

　書面審議の結果、承認を得て次の通り2020年修正予算が確定いたしましたことをご報告させて

いただきます。ご協力、誠に有り難うございました。
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経常費関係
単位：円

項目 2019年予算額 2020年修正予算額

収入の部

経常費繰越金
経常費前年度繰越金 110,327 13,814,049 

小計 110,327 13,814,049 

会費

終身会費（新規卒業分） 102,520,000 96,530,000 

終身会費（既卒卒業分） ー 50,000 

小計 102,520,000 96,580,000 

雑収入

預金利息 50 50 

代議員会懇親会参加費 300,000 ー

その他 10,000 10,000 

小計 310,050 10,050 

収入合計　 102,940,377 110,404,099
　

支出の部

会議費

代議員会費（総会費） 2,500,000 500,000 

役員会費 100,000 400,000 

役員旅費 3,000,000 4,000,000 

小計 5,600,000 4,900,000 

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 6,500,000 6,000,000 

支部助成費 5,500,000 6,000,000 

ホームカミングデー費 2,100,000 1,100,000 

その他 200,000 200,000 

小計 14,300,000 13,300,000 

母校援助費

卒業記念パーティー費 3,600,000 0 

学業・課外活動奨励費 24,000,000 20,000,000 

その他 300,000 1,000,000 

小計 27,900,000 21,000,000 

人件費

事務員給料 6,400,000 6,000,000 

アルバイト料 70,000 100,000 

小計 6,470,000 6,100,000 

事務運営費

通信運搬費 5,000,000 8,000,000 

諸印刷費 1,200,000 1,500,000 

事務運営システム費 1,500,000 3,000,000 

備品費 0 0 

消耗品費 300,000 400,000 

保険料 100,000 100,000 

支払い手数料 0 770,000 

小計 8,100,000 13,770,000 

事業積立金

事業運営積立金 2,000,000 0 

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000 

小計 22,000,000 20,000,000 

返金
終身会費返金 16,000,000 6,000,000 

小計 16,000,000 6,000,000 

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 300,000 200,000 

その他 10,000 10,000 

小計 1,410,000 1,310,000 

予備費
予備費 560,377 1,000,000 

小計 560,377 1,000,000 

コロナ対策
修学支援費

コロナ対策修学支援費 ー 20,000,000 

小計 0 20,000,000 

経常費
次年度繰越金

経常費次年度繰越金 0 2,424,099 

小計 0 2,424,099 

支出合計　 102,940,377 110,404,099

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 2019年予算額 2020年修正予算額

収入の部

事業費

事業運営前年度繰越金 256,542,351 67,539,761 

事業運営当年度積立金 2,000,000 0 

育英奨学資金繰越金から科目移動 ー 19,183,870 

小計 258,542,351 86,723,631 

雑収入

利子 60,000 20,000 

国債利金 508,110 508,110 

小計 568,110 528,110 

収入合計　 259,110,461 87,251,741
　

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 3,000,000 

事業費その他 0 0 

準会員積立金へ科目移動 191,529,568 ー

小計 212,529,568 3,000,000 

コロナ対策
修学支援費

コロナ対策修学支援費 ー 20,000,000 

小計 0 20,000,000 

事業運営
次年度繰越金

事業運営次年度繰越金 46,580,893 64,251,741 

小計 46,580,893 64,251,741

支出合計 259,110,461 87,251,741

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 2019年予算額 2020年修正予算額

収入の部

事業運営事業費
育英奨学前年度繰越金 38,981,870 39,183,870 

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000 

収入合計　 58,981,870 59,183,870
　

支出の部

事業運営事業費

育英奨学積立金支出 20,000,000 20,000,000 

事業運営費へ科目移動 ー 19,183,870 

次年度繰越金 38,981,870 20,000,000 

支出合計 58,981,870 59,183,870

事業運営関係（準会員積立金）
単位：円

項目 2019年予算額 2020年修正予算額

収入の部

事業費

事業運営繰越金から科目移動 191,529,568 ー

準会員積立繰越金 ー 278,210,000 

国債 100,000,000 ー

準会員積立金収入（新学年分） 99,000,000 90,240,000 

収入合計　 390,529,568 368,450,000
　

支出の部

事業費

準会員積立金支出（卒業生分） 102,520,000 96,530,000 

退学者返金 ー 10,000,000 

次年度繰越金 288,009,568 261,920,000 

支出合計 390,529,568 368,450,000

中部大学および中部大学同窓会役員との懇談会

　2019年11月27日、名古屋ガーデンパレスにて、中部大学と中部大学同窓会による懇談会を開催しました。中部大学からは飯

吉理事長をはじめ6名の役員と中部大学同窓会からは石田会長をはじめ6名の役員が参加。大学と同窓会の今後の方針につい

て意見交換を行いました。

加藤 透
中部大学同窓会理事

櫻井 誠
中部大学同窓会理事

渡邉 敬一
中部大学同窓会副会長

小澤 寿行
中部大学同窓会副会長

國分 泰雄
中部大学副学長

川尻 則夫
中部大学同窓会副会長

杉本 和弘
中部大学副学長

石原 修
中部大学学長

石田 智久
中部大学同窓会会長

山田 公夫
中部大学副理事長

飯吉 厚夫 
中部大学理事長

辻本 雅史
中部大学副学長

同 窓 会

T O P I C S
2020年 予算
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岐阜東部支部から
コロナ対策修学支援の申し入れ

宮嶋岐阜東部支部長（左）、石田会長（右）

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://support.chubu.jp

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。

パソコンから スマートフォンから

TEL.0568-51-8852

1.桃園の会 募金
2.教育研究支援事業募金
3.課外活動支援募金

4.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、「4.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

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％の控除を受けることができます。

法人 複数口も
大歓迎です

お申し込み金額

個人

　岐阜東部支部宮嶋支部長より石田会長に対して同窓会「コロナ対策修学支援

金」寄付に合わせて、中部大学へ寄付金30万円の申し入れがありました。お預かり

した寄付金は、本会の「コロナ対策修学支援金」寄付と同様、退学者抑制に役立

ててもらえるよう大学に寄付を致しました。誠にありがとうございました。

ココを
クリック

ココを
タップ

■ 2019年度卒新代議員
機械工学科 - ロボット理工学科 小川　一樹 歴史地理学科 楠井　雅也 作業療法学科 長谷　拓海

電気システム工学科 川原　亜弥 経営総合学科 唐木　純也 応用生物化学科 渡邉　晴奈 臨床工学科 佐久間　梓
電子情報工学科 森田　逸樹 国際学科 川中　聡人 環境生物科学科 安田　杏菜 スポーツ保健医療学科 青木　克樹
都市建設工学科 山田　雄大 日本語日本文化学科 木戸　峻太 食品栄養科学科 宮城　侑弥 幼児教育学科 平田　英理

建築学科 徳野　晃司 英語英米文化学科 野村　朋紀 生命医科学科 畑中　優二 現代教育学科 増田　奈笑
応用化学科 槌永　琢朗 コミュニケーション学科 安永知加子 保健看護学科 澤井　愛子
情報工学科 正木　翔大 心理学科 鈴木　里奈 理学療法学科 武内　咲希

新代議員へ委嘱状を授与

　2020年1月20日、2号館1階PSホールにて2019年度

卒業生から各学科の代議員を選出して委嘱状を交付する

新代議員委嘱式を開催し、石田智久会長が各代議員へ委

嘱状を授与しました。その後、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。

「コロナ対策修学支援金」の寄付

　2020年6月25日、今回の新型コロナウイルス感染症の関連による母校の在学生支援として、飯吉理事長および石原学長へ

「コロナ対策修学支援金」寄付を行いました。今回の「修学支援金寄付」は、コロナ禍で経済的に困窮する学生に対する緊急

支援として、少しでも退学者抑制に繋がることを目的としたものです。また、「コロナ対策修学支援金」の支援の状況および結果に

ついては、改めてご報告を頂けますよう併せてお願いをしました。

飯吉理事長はじめ山田副理事長との懇談 石原学長への目録贈呈

「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、「4.同窓
会育英奨学事業募金」を選択してください。

19 20



事務局
だより

　この編集後記を記す現在、いわゆるコロナ禍によって続いていた大学の教育・研究活動および社

会活動が制限はあるものの少しずつ再開されてきたタイミングです。地域によって多少の差はあるで

しょうが、同窓生の皆様におかれましても二か月近くの間、様 な々活動を自粛されてきたかと思いま

す。本誌が発行される時期においては新型コロナウイルス感染拡大の第二波が発生し、異なる形で

自粛・制限は続いているかもしれません。

　今回、このような混乱の状況の中にありながら、中部大学同窓会誌「桃園の夢」は行事の中止や取

材の自粛等によりページ数を大幅に減少させなくてはなりませんでしたが、無事に発行することがで

きました。執筆を引き受けてくださった著者の皆様には心より感謝申し上げます。普段とは異なる環

境での発行となりましたが、同窓生の皆様の一服の清涼剤となれば幸いです。

　本誌へのご意見、ご要望などがございましたら、事務局または編集委員長までご一報ください。

編集後記

広報委員

櫻 井  誠
工業化学科 1989年度卒

同窓会では、会員情報の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。

つきましては、現住所、氏名、連絡先電話番号および

勤務先が変更になりましたら、中部大学同窓会のホー

ムページから登録情報の変更をお願いいたします。

2020年4月から、CBCラジオ番組「中部大学presents ちゅとらジ

オ」が毎週日曜日に放送中です。10分間の番組では、中部大学

の先生にインタビューを行い、学問の面白さや生きるヒントを伺い

ながら、大学で学ぶことの魅力を伝えます。これから大学を目指す

中高生や大人たちにも聴きごたえのある番組です。中部大学を盛

り上げるため、ご家族・ご友人にも番組をぜひ広めてください。

https://chubu-alumni.jp/

支部長連絡先

事務局からのお願い ラジオ番組「中部大学presents ちゅとらジオ」がスタート

毎年、秋の大学祭と同時に開催しておりました「ホームカミングデー」は、中部大学祭が中止されましたので、それに伴い、開催は中

止になりました。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。また、延期となった「中部大学同窓会設立50周年記念事業」は、

実施の可能性も含めて、詳細が決まり次第、同窓会ホームページへ掲載いたします。

「ホームカミングデー中止のお知らせ」および
「同窓会設立50周年記念事業」について  

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　

  

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

: 2021年1月31日消印有効
: 〒487-8501 春日井市松本町1200
　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（1〜22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上（↑）のちゅとらは除きます。

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！
プレゼント

企画

1
手順

21 22


