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座右の銘Aufheben （アウフヘーベン ： ドイツ語）※

　私は現在、日本ハンドボールリーグ機構（JHL）に加盟している、三
重バイオレットアイリスの監督として指揮を執っております。
また、先日開催された2020東京オリンピックでは、日本代表女子ハン
ドボールチームのコーチとして、メダル獲得に向けて全力を尽くしま
したが、予選リーグでの敗退となりました。
　目標に掲げていたメダル獲得とはなりませんでしたが、人生をかけ
て何年も準備してきた選手たちと、日本のために情熱を注ぎ続けてく
れたウルリク監督（デンマーク人）と共に戦えたことを誇りに思います。
　8月末から日本ハンドボールリーグの2021-2022シーズンが開幕
します。
　クラブ創設初の日本一に向けて全力を尽くしていきます。

※アウフヘーベンとは…
｢弁証法｣の基本的な考え方の一つ。2つの対立する
主張をどちらも否定することなく、両者を組み合わせ
た新しい主張として生かしていくという考え方。

改修された全天候型グラウンド
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中部大学、
新体制でスタート

巻頭企画

大学の講義を受講できる「聴講生制度」に、『エクステンションカレッジ』という新た

な制度を仲間入りさせました。コロナ感染対策としてオンライン（遠隔）形式を導入

し、結果として、好きな場所・好きな時間（ライブ配信は除く）で聴講することができ

るようになりました。今後は、感染状況により、対面／遠隔を使い分けながら、現役

世代の方も参加していただけるよう継続していくことになると思います。なお、卒業

生の方は聴講料が半額、同窓会正会員の方には更に5,000円が補助されます！

7つの学部から多様な科目が開講されます。「もう一度学びなおしたい」「仕事に役

立つ専門性の高い講義を聴講したい」「新たな学びにチャレンジしたい」など、卒

業生の皆様のニーズに応えることができれば幸いです。

中部大学エクステンションカレッジのご案内

活躍するOB

年2回募集します

詳しくは、大学ホームページで！

櫛田  亮介さん
建築学科 1999年度卒業

三重バイオレットアイリス監督
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活動レポート
◆奨学金授与式
◆代議員会報告
◆決算・予算
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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

中部大学NEWS

同窓会TOPICS
◆同窓会課外活動表彰式
◆新代議員へ委嘱状を授与
◆寄付のお願い

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、私自身もそうであるように、コロナ禍において非常に不自由な生活をされていることを、

お察し申し上げます。この「桃園の夢」が皆様のお目にかかる頃には、ワクチン接種が相当進んで

いることを祈っています。また、同窓会に大変貢献された山田公夫顧問、岡田丈雄北海道支部長

など複数の同窓生が、ご逝去されました。謹んでおくやみ申し上げます。

さて、同窓会の活動は、昨年同様定期的な行事が、開催できない状況になっています。書面代

議員会、Webでの正副会長会議、会則改正特別委員会など実施していますが、やはり、対面で

の会議と比較しますと議論の深化がやや浅くなってしまうのかなと感じております。しかし、今後

はWeb会議も行いながらの会務を進めていくことがスピード、経費の面からも必要であると考え

ています。そんな中、色々な規制の間隙をついて、対面会議も開催し議論を深める努力をしてい

ます。本年は、私の任期3年目最後の年であります。次の代議員会には同窓会会則等をご審議い

ただき、まずもってお約束した仕事のうち一つを終えさせていただけるようラストスパートを掛けま

すので、ご理解ご協力をお願いいたします。

今後も、同窓会員皆様の積極的な活動が、本会の発展ともに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！

中部大学同窓会

土木工学科 1978年度卒

石
いしだ

田 智
ともひさ

久会長

2021年4月、第6代中部大学長に

竹内芳美氏（前総長補佐）が就任

されるとともに、4名の副学長が就

任されました。コロナ禍という逆

境が続く中、中部大学は体制を新

たに2021年度のスタートを切り、

さらなる成長と発展を目指す第一

歩を踏み出しています。ここでは、

このたび就任した学長および副学

長からのメッセージをご紹介いた

します。
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中部大学学長

全学で目指す
あてになる大学

巻頭企画｜中部大学、新体制でスタート

竹内 芳美
Profile.
1948（昭和23）年愛知県知多郡東浦町生まれ。1971（昭和46）年東京大学工学部精密機械工学科卒業。
1976（昭和51）年東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻博士課程修了。工学博士（東京大学）。
専門は生産加工システム（巧妙加工、多軸複合加工、超精密マイクロ切削加工）。 

副学長からのメッセージ

　この度、第6代中部大学学長に就任い

たしました竹内芳美と申します。新型コロ

ナウイルス感染症の拡大と少子化が進む

中で、これからの大学運営は益々厳しくな

ることが予想されますが、少しでも恩返し

ができたらという思いで日々 東奔西走して

います。

　学長として実行したいことは、中部大

学の知名度を今以上に向上させ、「あて

になる人間」を輩出できる「あてになる大

学」となることに尽きます。本学の教職員

は、非常に熱心に教育に取り組み、研究

業績を上げ、熱意をもって学生と向き合っ

ている、その実力と努力には敬服するば

かりです。まずは、その素晴らしさを更に多

くの方々に知っていただこうと、学園広報

委員会を組織し、各部門や機構が一体感

を持って、広報、宣伝活動を展開していき

たいと考えています。学生の活躍や、新た

な研究発表などのトピックスを迅速にホー

ムページをはじめとする様々な媒体に掲

載したり、メディアを通じて広報することで、

「中部大学は頑張っている」「中部大学っ

て面白そうな大学だな」という反応に繋が

り、中部大学が世に知られることになるか

と思います。

　創立者である三浦幸平先生は「不言

実行、あてになる人間」を輩出することが

本学の責務であると常々仰っておられ、中

部大学の建学の精神であることは、同窓

会の皆さんの方がよくご存じだとは思いま

す。今こそこの精神は必要不可欠である

と心得ています。「入りたい大学」「入って

よかった大学」「卒業してよかった大学」と

して、社会にとって必要とされる人材を送

り出していくことが本学の使命だと自負し

ています。各学部・学科の基礎をマスター

した上で、専門知識を修得し、社会に巣

立っていく、すなわち、入口から出口までを

しっかりとサポートし、充実した学生生活を

送ることができる正の循環を促進し、持続

性のある大学にしたいと考えています。

　最後に私の学生時代のエピソードを披

露いたします。私が大学に入学した際、周

りには一人の知り合いもおらず、入学当初

は心細い思いをしました。ただ、出身高校

から毎年一人ずつお世話をしてくださる篤

志家の方の所に4年間住んでいました。そ

のため、同じ高校の出身ということもあり、

安心すると共にとてもよい刺激を受けた

ことを思い出します。そこに住んでいた先

輩、後輩の仲は今でも続いており、同窓な

らではの連帯感を強く感じています。

　新型コロナウイルス感染症が拡大して

いるとはいえ、学生の学修の機会を奪うこ

とがあってはなりません。感染予防に最大

限の注意を払い、我々教職員は一丸となっ

て「あてになる人間」を育てるべく努めて

まいります。同窓会育英奨学金、同窓会

リーダー育成奨学金をはじめとする経済

的支援、様 な々行事における支援など、現

役学生の生活、活躍をサポートしていただ

いている8.8万人を超える中部大学同窓

会の皆さんに心から感謝申し上げると共

に、更なるご支援を引き続きよろしくお願

い申し上げます。

副学長
総務・人事、理工学部改革担当

武藤 敬
工学部長 教授

副学長
国際・地域連携、文系改革担当

細田 衛士
経営情報学部長 教授

大学の真下90mにリニア新幹線を通す工事が始まります。

創立者が桃の丘に大学を創ると決めた頃には想像もし得ない

時代になりました。この工事や列車の運行、社会への波及効

果など、全てにデジタル技術が活用されるでしょう。優れたハー

ドウェアを作るだけで評価された時代は、のどかな桃園の景色

と共に消えつつ有ります。卒業生が社会で活躍するためには、

デジタル変革（DX）とAI技術と、芸術的センスを教育に取入

れる必要が有ります。不自由な生活を強いられているコロナ禍

をむしろ好機と捉え、この改革に中部大学も積極的に取り組ん

で参ります。同窓生の皆様にもご協力とご指導を宜しくお願い

致します。

このほど副学長に就任致しました細田と申します。担当は、

国際・地域連携、文系改組などです。中部工業大学以来の

中部大学の歴史は同窓会の歴史と言っても過言でないほ

ど、同窓生の方々の中部大学への貢献は並並ならぬものと

伺っております。聞きしに勝る同窓会の結束力に驚くとともに

感銘を受けております。この力がなければ今の中部大学はあ

り得ず、また将来の中部大学の発展もあり得ないでしょう。少

子高齢化が益々進む中、前途有為の若者をこの学園に招き

入れ、社会に貢献する人材として巣立って頂くことは私たち

の使命です。同窓会の皆様とともに、この使命を全うして参り

たいと思っております。

副学長
教育・学生担当

花井 忠征
現代教育学部 教授

副学長
学術研究担当

磯谷 桂介
先端研究センター 教授

教育・学生担当副学長を務めさせていただいています、花

井忠征と申します。よろしくお願いいたします。同窓会におか

れましては、毎年の給付型奨学金に加え、コロナ禍における

家計困窮学生への経済的支援をもしていただきまして、誠に

ありがとうございます。おかげを持ちまして、多くの学生が経

済的不安に苛まれることなく、学生生活を送らせていただい

ています。同窓会の皆様のご支援にお応えするために、学生

が4年間の学業を無事修め、希望する就職ができるように、

大学をあげてしっかりと教育と支援をしてまいります。どうぞ

今後とも高所大所よりご指導いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

副学長（学術研究担当）に就任した磯谷です。昨年9月ま

で研究行政に携わっていました。宜しくお願い申し上げます。

就任以来毎朝、キャンパスの斜面を登って、本部棟の階段を

上がり、その窓から南に広がる豊かな緑の木 と々濃尾平野の

眺望に勇気を貰います。三浦幸平先生が、ハーバード大学な

ど世界レベルの大学に引けを取らないキャンパス創りを目指

したことの重みを実感します。「桃園の夢」の賛同者として、

そして愛知県出身者として、中部大学が教育のみならず学術

研究でも世界的な総合大学として発展するよう、皆さんと共に

夢を追い求めたいと思います。
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200名の学生に奨学金を授与
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、毎年7月に育英奨学金授与式を行って

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9月20日に

キャンパスプラザ3階スチューデントホールで行いました。

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

同窓会活動報告　2020.10 〜 2021.9 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。

VO ICE
受 給 者 の 声 . 1

VO ICE
受 給 者 の 声 . 3

VO ICE
受 給 者 の 声 . 2

学業に対する積極的な姿勢で
親へ安心感を届けることができました。

勉強へのモチベーションが上がり、
教師になる夢に近づいています。

気持ちの面にも余裕が生まれ、
今は資格取得に力を入れています。

経営情報学部 経営総合学科 4年
東 夏帆さん

現代教育学部 現代教育学科 4年
河田 愛生さん

経営情報学部 経営総合学科 3年
高塚 翔太さん

同窓会の奨学金制度は、2年生のときにピアサ

ポーターの活動をしていたときの先輩から教わりまし

た。学業を頑張る上で一つのモチベーションに繋が

ると感じたことと、親に学費を払ってもらっているた

め、少しでも学費の足しになればと思い応募しまし

た。制度を知る前と後では学業に対する向き合い

方が一変。1年生の頃からS評価を目標に努力して

いましたが、知ってからはより積極的になれました。

特に利用後は、親から、「学業を頑張った成果だね」

「きちんと大学生活を送れているようで安心した」

といった言葉を貰え、親を安心させることで達成感

も感じることができました。現在は、就職先で生かせ

る基本情報技術者の資格の勉強に力を入れ、卒

業前の合格を目指しています。今後の目標は後悔

のないように行動すること。3年生の最後のサーク

ル活動を、コロナ禍の影響で中止せざるを得ず、こ

うすればよかったという未練があります。そのため、

卒業論文の完成や資格取得など今できることはも

ちろん、生活習慣や身の回りの管理をしっかりとで

きる社会人になりたいと思っています。

「先生になりたい」という幼い頃からの夢を叶えるこ

とのできる大学を探していたときに中部大学に出

会い、入学を決めました。同窓会の奨学金制度を

知ったのは2年生の春、ゼミの教授からの紹介でし

た。教師になるためのさまざまな経験ができると考え

て応募。また、両親の経済的負担を軽減させたい

思いも強かったです。奨学金のおかげで、勉強に

対するモチベーションが上がり、教育に関する本を

買って新しい知識を得たり、ボランティアに参加し

ていろいろな経験を積んだりしました。また、学年が

上がるごとに成績を向上させることもできました。現

在、力を入れているのは教員採用試験のための勉

強です。教職教養や一般教養、専門科目の勉強を

毎日しています。心が折れそうになることもあります

が、「頑張ってるね」「応援してるよ」という先生方か

らの声を励みに、友人と切磋琢磨しています。将来

の夢は、子どもたちに自信を与えることのできる教

師になること。今まで沢山の先生方に助けていただ

いたように、今度は私が、悩んでいる子どもたちを救

いたいという思いで勉強しています。

中部大学に入学した理由は経営情報学部があっ

たからです。実家は製茶業を営んでおり、いずれは

家業を継ぐことになるため、経営について学べる学

部を選びたいと思って決めました。また、ワンキャン

パスに多彩な学部・学科が揃っていることも、中部

大学を選んだもう一つの理由で、さまざまな分野を

学ぶたくさんの人と交流することで見聞を広めるこ

とができると思いました。同窓会の育英奨学金の

存在を知ったのは、Webを活用した学生サービスシ

ステム「Tora-Net」のお知らせです。奨学金制度を

利用することで金銭的に余裕ができ、さらに勉強や

サークル活動などに費やす時間を作ることで、生活

や気持ちの面にも余裕が生まれました。今現在、力

を入れている学びは資格取得の勉強です。大学に

入学してから日本語検定3級、簿記検定3級、漢字

検定2級を取得しました。次は漢字検定準1級の取

得を目指しており、今後も資格取得に力を入れて、

就職活動を進めていきます。家業を継ぐことを視野

に入れて、企業で働きながら社会を知り、社会につ

いて学んでいきたいと思っています。

就職活動を終えた後に何か新しいことを
始めたいと思い、資格の勉強に取りかか
りました。

背中を押してくれるみんなに恩返しができ
るよう、目標をしっかり見据えて頑張ってい
ます。

2021年度
同窓会育英奨学金
学年別給付実績

94名4年生

65名3年生

41名2年生

奨 学 金 授 与 式
2021年9月20日（月）日時 スチューデントホール（キャンパスプラザ3階）場所

今までの努力による目標の達成を喜び
つつも、新たな目標に向けて尽力してい
ます。
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2020年度の活動としては、主に今回の代議員会に同窓会会則改正について諮れるよう原案の作成

をはじめ準備を進めてきた同窓会50周年記念行事の実施など諸行事実施に取り組んできました。しか

し、昨年2月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、2020年度内の関連会議、行事を中

止、延期せざるを得ない結果となりました。

本年の代議員会は、新型コロナウイルスの影響により3月の定期開催を取りやめ、書面審議による開催としました。

書面審議の結果、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ので、ここにご報告いたします。

ご協力、誠にありがとうございました。

昨年は、新型コロナウイルス感染症により、私たちが経験したことのない状況下に置かれ、50周年記念

行事も中止するなど、ほとんどの行事が実施できない状況となりました。

withコロナ又はafterコロナでは、今の組織運営方法のあり方をも見直さなければいけないと考えてお

ります。

会議の方法一つとっても、対面会議が抑制される中での意思決定をせまられる場面において、現在の

会則ではWeb会議または書面議決等のしっかりとした定めがないため、緊急避難的な対応を取らざるを

得ませんでした。

この対策としては、会則改正の中で会議等の開催方法についてお示しすることとします。

また、以前からご意見のあった代議員および理事の選出方法についても会則で定めていきます。

今や８万人を超える同窓生を束ねる同窓会運営は、大きな転換期を迎えているのではないでしょうか。

同窓会としては、もっと多種多様な支部を認めていかないと同窓会の繋がりを保っていけないと考え

ます。

地域支部には、同窓会の一翼を担っていただいていることは勿論ですが、その構成会員の数は増加し

ていません。中部圏以外の地域では、中部大学在学生が減少する中、それを望むことが出来ない状況下

であります。今一度地域支部の皆様には、構成員の増加と同窓会および中部大学を世の中に知らしめる

ような、例えば中部大学同窓会の冠のついた講演会や文化的活動を地域で行っていただきたいと思い

ます。このことは、今後結成されることを期待する多種多様な支部の皆様にもお願いすることです。

同窓会は、卒業時に納付される終身会費で運営されていることは周知のことと思います。現在は学費

納入時に分割納入をお願いしているので、卒業生自身に納付の意識がないことが同窓会への関心の薄

さの一因かもしれません。在学生のうちに、同窓会を意識して頂けるような効果的な活動を考えていかな

ければなりません。

同窓会は、組織の運営が継続出来る最低限の予算を見極めるなかで、効率的に予算執行を考え、大

学とともに発展していくことに力を注ぎたいと考えます。

新型コロナウイルス感染症が収束していない状況下では、昨年同様限られた活動になることが予想さ

れますが、同窓生皆様のお力添えによってこの難局を乗り切っていく所存です。

本年もよろしくお願いいたします。 

2021年中部大学同窓会　代議員会報告

＜主な活動報告＞

会則改正は、2021年改正、新会則に則り2022年度役員改選を目標に理事会、支部長会での議論などを

進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症の全国への感染拡大、緊急事態宣言の発令などにより関

係会議の開催が延期、改正議論が遅れる結果となりました。

同窓会50周年行事については、2020年7月実施に向け案内状発送までの準備を整えていましたが、新型

コロナウイルス感染症の収束が見通せず行事は中止。

新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞により学業継続の不安、困難な学生の増加が見

込まれ、緊急支援として代議員の皆様の理解、協力を得て予算の変更を行い「コロナ対策修学支援金」と

して4,000万円の寄付を母校に対して実施。

会員情報の安定した管理については、会員の協力により新システム移行以降、スムーズなデータ変更が

行われています。しかし、前システムからの移行作業に取り組んでいますが、過去データからの不整合が

散見され時間を要しています。今後も継続して実施。

同窓会ホームページの最新情報の発信に取り組みます。また、支部毎のホームページも準備、希望支部

に対し運用を開始。

在学生の活動支援については、同窓会加入促進を目的に必要性、効果の評価を進め、一部の支援につい

て見直しを進めました。

1

2

3

4
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2020年度 活動報告 2021年度 活動方針
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2021年 予算

経常費関係
単位：円

項目 2020年予算額 2020年決算額

収入の部

経常費
前年度繰越金 13,814,049 13,814,049

小計 13,814,049 13,814,049

会費

終身会費（新規卒業分） 96,530,000 96,490,000

終身会費（既卒卒業分） 50,000 100,000

小計 96,580,000 96,590,000

雑収入

預金利息 50 28

その他 10,000 0

小計 10,050 28

収入合計　 110,404,099 110,404,077
　

支出の部

会議費

代議員会費（総会費） 500,000 424,478

役員会費 400,000 146,498

役員旅費 4,000,000 952,366

小計 4,900,000 1,523,342

渉外費

来賓接待費 100,000 0

渉外交際費 500,000 60,000

小計 600,000 60,000

本部事業費

会誌等刊行費 6,000,000 4,885,510

支部助成費 6,000,000 4,339,010

ホームカミングデー費 1,100,000 23,300

その他 200,000 67,940

小計 13,300,000 9,315,760

母校援助費

卒業記念パーティー費 0 0

学業・課外活動奨励費 20,000,000 15,540,000

その他 1,000,000 41,976

小計 21,000,000 15,581,976

人件費

事務員給料 6,000,000 5,218,386

法定福利費 ー 614,712

アルバイト料 100,000 0

小計 6,100,000 5,833,098

事務運営費

通信運搬費 8,000,000 5,824,850

諸印刷費 1,500,000 562,747

事務運営システム費 3,000,000 1,008,659

備品費 0 0

消耗品費 400,000 219,052

保険料 100,000 6,063

支払い手数料 770,000 151,164

小計 13,770,000 7,772,535

事業積立金

事業運営積立金 0 0

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

小計 20,000,000 20,000,000

返金
終身会費返金 6,000,000 3,460,000

小計 6,000,000 3,460,000

雑費

慶弔費 100,000 17,600

卒業証明書援助費 1,000,000 693,800

振込手数料 200,000 88,387

その他 10,000 3,923

小計 1,310,000 803,710

予備費
予備費 1,000,000 0

小計 1,000,000 0

コロナ対策
修学支援金

コロナ対策修学支援金 20,000,000 20,000,000

小計 20,000,000 20,000,000

経常費
次年度繰越金 2,424,099 26,053,656

小計 2,424,099 26,053,656

支出合計　 110,404,099 110,404,077

経常費関係
単位：円

項目 2020年予算額 2021年予算額

収入の部

経常費
前年度繰越金 13,814,049 26,053,656

小計 13,814,049 26,053,656

会費

終身会費（新規卒業分） 96,530,000 90,600,000

終身会費（既卒卒業分） 50,000 50,000

小計 96,580,000 90,650,000

雑収入

預金利息 50 50

その他 10,000 10,000

小計 10,050 10,050

収入合計　 110,404,099 116,713,706
　

支出の部

会議費

代議員会費（総会費） 500,000 500,000

役員会費 400,000 400,000

役員旅費 4,000,000 3,000,000

小計 4,900,000 3,900,000

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 6,000,000 6,000,000

支部助成費 6,000,000 6,000,000

ホームカミングデー費 1,100,000 1,500,000

学修支援費 ー 500,000

卒業証明書援助費 ー 1,000,000

その他 200,000 200,000

小計 13,300,000 15,200,000

母校援助費

卒業記念パーティー費 0 0

学業・課外活動奨励費 20,000,000 20,000,000

その他 1,000,000 2,000,000

小計 21,000,000 22,000,000

人件費

事務員給料 6,000,000 5,300,000

法定福利費 ー 700,000

アルバイト料 100,000 100,000

小計 6,100,000 6,100,000

事務運営費

通信運搬費 8,000,000 8,000,000

諸印刷費 1,500,000 1,500,000

事務運営システム費 3,000,000 2,500,000

備品費 0 0

消耗品費 400,000 400,000

保険料 100,000 100,000

支払い手数料 770,000 300,000

小計 13,770,000 12,800,000

事業積立金

事業運営積立金 0 15,000,000

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

小計 20,000,000 35,000,000

返金
終身会費返金 6,000,000 0

小計 6,000,000 0

雑費

慶弔費 100,000 100,000

卒業証明書援助費 1,000,000 ー

振込手数料 200,000 200,000

その他 10,000 10,000

小計 1,310,000 310,000

予備費
予備費 1,000,000 7,000,000

小計 1,000,000 7,000,000

コロナ対策
修学支援金

コロナ対策修学支援金 20,000,000 0

小計 20,000,000 0

経常費
次年度繰越金 2,424,099 13,803,706

小計 2,424,099 13,803,706

支出合計　 110,404,099 116,713,706

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 2020年予算額 2020年決算額

収入の部

事業費

前年度繰越金 67,539,761 67,539,761

当年度積立金 0 0

育英奨学資金繰越金から科目移動 19,183,870 19,183,870

小計 86,723,631 86,723,631

雑収入

利子 20,000 25,831

国債利金 508,110 508,110

小計 528,110 533,941

収入合計　 87,251,741 87,257,572
　

支出の部

事業費

母校周年事業費 0 0

周年記念事業 3,000,000 2,869,106

事業費その他 0 0

小計 3,000,000 2,869,106

コロナ対策
修学支援金

コロナ対策修学支援金 20,000,000 20,000,000

小計 20,000,000 20,000,000

事業費
事業運営次年度繰越金 64,251,741 64,388,466

小計 64,251,741 64,388,466

支出合計 87,251,741 87,257,572

特別資金関係　｜　事業運営関係
単位：円

項目 2020年予算額 2021年予算額

収入の部

事業費

前年度繰越金 67,539,761 64,388,466

当年度積立金 0 15,000,000

育英奨学資金繰越金から科目移動 19,183,870 ー

小計 86,723,631 79,388,466

雑収入

利子 20,000 20,000

国債利金 508,110 508,110

小計 528,110 528,110

収入合計　 87,251,741 79,916,576
　

支出の部

事業費

母校周年事業費 0 0

周年記念事業 3,000,000 0

事業費その他 0 20,000,000

小計 3,000,000 20,000,000

コロナ対策
修学支援金

コロナ対策修学支援金 20,000,000 0

小計 20,000,000 0

事業費
事業運営次年度繰越金 64,251,741 59,916,576

小計 64,251,741 59,916,576

支出合計 87,251,741 79,916,576

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 2020年予算額 2020年決算額

収入の部

育英奨学金
前年度繰越金 39,183,870 39,183,870

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

収入合計　 59,183,870 59,183,870
　

支出の部

事業費

育英奨学積立金支出 20,000,000 19,788,000

事業運営費へ科目移動 19,183,870 19,183,870

育英奨学金次年度繰越金 20,000,000 20,212,000

支出合計 59,183,870 59,183,870

事業運営関係（育英奨学金関係）
単位：円

項目 2020年予算額 2021年予算額

収入の部

育英奨学金
前年度繰越金 39,183,870 20,212,000

育英奨学積立金 20,000,000 20,000,000

収入合計　 59,183,870 40,212,000
　

支出の部

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 19,183,870 ー

育英奨学金次年度繰越金 20,000,000 20,212,000

支出合計 59,183,870 40,212,000

事業運営関係（準会員積立金）
単位：円

項目 2020年予算額 2020年決算額

収入の部

事業費
前年度繰越金 278,210,000 278,210,000

準会員積立金収入（新学年分） 90,240,000 88,010,220

収入合計　 368,450,000 366,220,220
　

支出の部

事業費

準会員積立金支出（卒業生分） 96,530,000 96,490,000

退学者返金 10,000,000 7,120,000

準会員積立金次年度繰越金 261,920,000 262,610,220 

支出合計 368,450,000 366,220,220

事業運営関係（準会員積立金）
単位：円

項目 2020年予算額 2021年予算額

収入の部

事業費
前年度繰越金 278,210,000 262,610,220

準会員積立金収入（新学年分） 90,240,000 86,950,000

収入合計　 368,450,000 349,560,220
　

支出の部

事業費

準会員積立金支出（卒業生分） 96,530,000 90,600,000

退学者返金 10,000,000 10,000,000

準会員積立金次年度繰越金 261,920,000 248,960,220

支出合計 368,450,000 349,560,220

2020年 決算
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2021年4月28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6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。
ご子女に中部大学受験をおすすめください。　

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）

柴田 祥一 前教授
（創造理工学実験教育科）

大島 俊一 前教授
（経営総合学科）

河内 信幸 前教授
（国際学科）

都築 耕生 前教授
（コミュニケーション学科）

林 上 前特任教授
（歴史地理学科）

野田 恵剛 前教授
（人間力創成総合教育センター語学教育プログラム）

中 部 大 学  教 員 情 報

6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2020年度末時点で約88,000人となりました。「同窓生推薦入試」は、中部大学への入
学を強く希望する受験生に対し、同窓生が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。（2021年度実績：入学
者7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

退職された先生 （2020年7月～2021年6月）
※なお、所属先は退職時のものです。

 工学部
特任教授 中川 聖一
教授 石川 孝司

 経営情報学部
教授 中崎 良成
講師 譚 鵬

 人文学部
特任教授 速水 敏彦
教授 水野 りか
教授 吉住 隆弘
准教授 尾鼻 崇

 応用生物学部
教授 村上 哲生
教授 小川 宣子
助手 佐藤 令佳

 人間力創成総合教育センター
助教 富田 恭介

 看護実習センター
特任教授 川口 悦子
助手 齋藤 有美

 教育実習センター
教授 宮川 秀俊

 生命健康科学部
特任教授 那須 民江
教授 河村 守雄
教授 櫻井 信夫
特任准教授 小林 きよ子
講師 嶋崎 和代

 現代教育学部
教授 湯浅 恭正

 中部高等学術研究所
特任教授 細川 昌彦

 先端研究センター
特任教授 武田 邦彦
教授 林 良嗣

I N F O R M A T I O N

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。

2020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）

99.2% 93.5%

求人社数

17,973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」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 109人 105人 96.3%（全国合格率 95.4％）

保健師 14人 13人 92.9%（全国合格率 97.4％）

臨床検査技師 33人 30人 90.9%（全国合格率 91.6％）

理学療法士 42人 40人 95.2%（全国合格率 86.4％）

作業療法士 32人 28人 87.5%（全国合格率 88.8％）

臨床工学技士 32人 32人 100.0%（全国合格率 84.2％）

救急救命士 28人 24人 85.7%（全国合格率 91.4％）

※臨床工学技士の全国合格率は新卒者・既卒者の合格率。

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 73人 54人 74.0%（全国合格率 91.3％）

※受験者数＝2020年度卒業生数。

2020年度卒業生の国家試験受験状況

就職率全国1位達成

中部大学への「求人」を希望される皆様へ

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

日本の大学総合評価誌「2022AERA MOOK進学」より発刊された、「大学ランキング」にて全国の
大規模大学（卒業生2千人以上）の就職率部門で、初の全国1位を獲得することができました。約8
万8千人の先輩方のご活躍が、さまざまな会社で評価されているおかげで、多くの求人を頂くことがで
きており、在学生は恵まれた求人環境で就職活動ができたことが今回の結果につながったと考えてい
ます。心よりお礼申し上げます。半世紀を超える歴史ある大学として、創立100年に向けて、更なるご
支援の程、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。
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故山田公夫顧問がお亡くなりになってから、早9カ月が過ぎよ
うとしています。
あまりにも突然の顧問の訃報に接し、一体何が起こったのか
も理解できませんでした。
同窓会長を仰せつかってからは、以前にもまして山田顧問と
お会いする機会が増えていました。昨年11月25日に開催され
た中部大学評議員会の際には、いつもとお変わりない様子で
あり、「お疲れ様でした」と、またお目にかかれるものとお別れし
ました。しかし、このときが顧問にお目にかかる最後となってし
まいました。もっとゆっくり時間をいただき、お話をしておけばと
後悔しています。
さて山田顧問は、1975年に同窓会理事に就任されて以来、
1980年に副会長に就任され2013年に退任されるまで38年
間ものながきの間、さらに退任後には顧問として同窓会の発展
にご尽力いただいたことに、心から感謝申し上げます。在任中
には、各地域支部にも足繁く訪問され同窓会本部との連携を
図られ、同窓生8万人を超える組織の運営にご尽力なさいまし
た。特に3年ごとに開催される総会では、山田顧問にお会いで
きることを楽しみに多くの同窓生が参加され、懇親会ではどの
テーブルでも楽しそうにお話をされている顧問のお姿を思い出
します。また、近年では、JR中央線沿線での同窓会支部の設立
にも特にお力添えをいただきました。おかげさまで岐阜東部支
部並びに春日井支部の2支部を設立することができました。こ
れはひとえに顧問にご尽力頂いた賜です。本当にありがとうご
ざいました。
短い時間では、顧問のご功績を語り尽くすことはできません。
顧問に恥ずかしくないように、同窓生一同が同窓会と中部大
学がともに発展していくよう、心を一つにして活動していくこと
をお誓い申し上げます。
山田公夫顧問、これからも私たちを末永く見守ってください。
山田公夫顧問、ありがとうございました。
山田公夫顧問、安らかにお眠りください。

中部大学同窓会 会長 石田 智久

山田公夫顧問を偲んで

1975年から2021年の46年間、中部大学同窓会の発展に尽力された、山田公夫顧問が逝去されました（享年74歳）。
ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、ご冥福を心からお祈り申し上げます。

山田公夫先生が逝去されました。

現代教育学部では、広報誌「EDUCATUS（2019年

創刊）」において、教員の研究紹介、学部を超えた学際

的研究の紹介、海外との学術交流、卒業生の近況を

お知らせしています。最新版を下記QRコードより、ご覧

いただけます。

【現代教育学部 教育の理念】 
乳幼児、児童生徒に対して温かいまなざしと愛情に裏打ちされ
た専門的な知識と技能を修得し、かつ自らの生きがいとして、
継続的に自己の成長を追求する言行一致の教育者を養成
します。

◆編集・発行 
中部大学現代教育学部　広報委員会 
〒487-8501　愛知県春日井市松本町1200　TEL.0568-51-4690　FAX.0568-51-4699 
E-mail：educa@office.chubu.ac.jp

現代教育学部より同窓会会員の皆様へ

N E W S中 部 大 学
中部大学の最新情報をお知らせ！

閲覧は
こちらから

同窓生の皆さまへ朗報です。「ちゅとら」入りアイテムや中部大学のお酒「白亞」等の個性あふれるオリジナルグッズが購入できます。

全国への発送も可能ですので、是非ご利用ください。

このほかにも多数のグッズを取り揃えております。
オンラインショップをご覧ください。

オリジナルグッズオンラインショップを開設！

中部大学オリジナルグッズショップは（有）中部大学サービスが運営しております。

※ショップのデザインは変更になることがございます。

オンラインショップ 公式Instagram

ちゅとら
グッズ

取扱商品（一部）

Tシャツ
（不言実行・紺）

応用生物学部で
研究開発した日本酒、

中部大学のお酒
「白亞」

も購入可能です。

2021年2月12日夕方、大学から「山田先生が亡くなられた」
と突然の知らせでしばらく呆然となってしまった。
昨年11月末の会議でお会いし別れ際に「コロナ騒ぎが落ち
着いたらゆっくり飲もう、元気でまたね」が最後の言葉となって
しまった。
2月はじめから入院されたことも知らずの訃報であった。
私は、いつも顧問とお呼びすることはなく山田先生とお呼び
していた。気さくでいて学生には厳しい先生であったようだ。
いい加減な学生は卒業させない。「あてになる人間」を育
てる。が先生を突き進ませていたのだ。
先生は、お忙しい教職をこなしながら1975年から同窓会理
事、1980年から2013年まで副会長と同窓会の発展にご尽力
いただきました。特に支部設立、支部支援策の立案・実行、在
学生支援では卒業生を学校の授業に来ていただき苦労話を通
じて「世の中で活躍する先輩」を目指す向上心を機会あるごと
に醸成していただきました。
副会長として私をはじめ4代の会長を支えていただき、顧問
に就任していただいてからは以前から機会あるごとに、高大連
携・私学は卒業生が様々なことを母校に支援することが大事で
あると奮闘されていました。
同窓会事務局へは、常にやや分厚いスケジュール帳を片手
に抱え「待たせてごめん」とあわただしく打ち合わせに参加され
「同窓生のネットワークの充実」「母校支援」を念頭に同窓会
は「何をすべきか」を提案していただいていました。分厚いスケ
ジュール帳の休日の多くは「〇〇くんの結婚式」と記載されて
いました。
志半ば、病魔に倒れられさぞ悔しいことでしょう。
気さくであてになる山田先生、いつまでも同窓生・同窓会を
忘れることなくお守りください。

山田公夫顧問を偲ぶ
中部大学同窓会 前会長 村松 正彦

内容量：720ml
オリジナル紙箱付
1,500円（税込）
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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

パソコンから スマートフォンから

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。

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。中部大学では、「学校法人中
部大学振興基金」を設立し、在学生へより良い学びの環境整備を行うとともに、同窓会でも在学生の奨学金支援を行っています。
後輩の育成・支援をお考えの方は、「4.同窓会育英奨学事業募金」に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

複数口も
大歓迎です

お申し込み金額

1口…10万円法人1口…5千円
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。

個人

ココを
クリック

ココを
タップ

「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。

同 窓 会

T O P I C S

同窓会課外活動表彰式
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。2020年度は12月16日に不言実行館ACTIVE PLAZA1階アクティブホール
で表彰式を開催。4団体と3名の個人を表彰し、賞状と副賞を授与しました。

団体の部
バスケットボール部（女子） 第72回全日本大学バスケットボール選手権大会出場

特に功績が認められたもの
団体の部

剣道部 2020年度東海学生剣道大会 女子準優勝、男子第3位

卓球部 第5回オール西日本大学卓球選手権大会 4名が出場

トライアスロン部 2020年日本学生トライアスロン選手権渡良瀬大会 6名が出場

個人の部

【準硬式野球部】

桑原 雅斗（スポーツ保健医療学科4年） 令和元年度東海地区大学準硬式野球秋季リーグ戦 敢闘賞

山田 涼聖（スポーツ保健医療学科3年） 令和元年度東海地区大学準硬式野球秋季リーグ戦 首位打者賞

【バスケットボール部（女子）】

青木翔菜琳（幼児教育学科4年） 2020年度東海学生バスケットボール秋季大会 優秀選手賞、得点王

◆ 2020年度同窓会課外活動表彰受賞者・団体（敬称略）

◆ 2020年度卒新代議員

機械工学科 長谷川汐織 ロボット理工学科 － 歴史地理学科 河合　俊弥 作業療法学科 梅本　七海
電気システム工学科 平澤　僚也 経営総合学科 牧野　文香 応用生物化学科 石田　凌大 臨床工学科 青山　大輝

電子情報工学科 髙田　涼介 国際学科 杉本　愛美 環境生物科学科 伊藤　貫吾 スポーツ保健医療学科 原島　藍希
都市建設工学科 谷口　　蓮 日本語日本文化学科 岸野　一樹 食品栄養科学科 横井伽代子 幼児教育学科 田中　理英

建築学科 花井　　渉 英語英米文化学科 齋藤　友実 生命医科学科 稲葉　志保 現代教育学科 大澤　　仁
応用化学科 西垣　憧子 コミュニケーション学科 平井　直生 保健看護学科 浅野　　晶
情報工学科 安井　淳哉 心理学科 神山　理紗 理学療法学科 鷲見　晃平

新代議員へ委嘱状を授与
毎年、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と懇親会は、新型コロナウイルス感染防止の観点
から中止としました。新代議員は以下の通りです。
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『宗像サニックスブルース』の加藤一希選手が中部大学を訪問

事務局
だより

支部長連絡先

北海道支部 　 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　

  

事務局からのお願い
2017年3月に経営情報学部経営学科を卒業し、福岡県宗像市に本拠地を置く『宗像サニックス

ブルース』でプロラグビー選手として大活躍中の加藤一希選手が2021年7月14日、中部大学を

訪問してくださいました。

加藤選手は中部大学春日丘高等学校から中部大学に進学、卒業後に宗像サニックスブルースに

入団しました。在学中の４年次には主将を務め、第67回全国地区対抗大学ラグビーフットボール

大会において、チームを初優勝に導きました。大学時代には、空中戦のスペシャリストとも言われる

ロックのポジションで相手を圧倒しました。プロ選手となってからもその類稀なる運動量で活躍して

きましたが、ロックの選手としては小さい選手であるため、世界を相手に戦うことを想定してプロップ

へのコンバートを果たしました。スクラムの最前線で相手フォワードと直接組み合うスクラムの要でも

あり、運動量のみならず、パワーと耐久力が求められるスクラム職人とも言われ、日夜トレーニングに

励んでいます。

そんな加藤選手が、飯吉厚夫同窓会名誉顧問（学校法人中部大学 理事長・総長）のもとを訪

問、続いて同窓会事務局にも表敬訪問をしてくださいました。そして、試合用のジャージに直筆サイ

ンを入れていただき、寄贈してくださいました。このジャージは実際に試合に使用するジャージで、な

んとサイズは6Lというとても大きなものです。

2019年に日本を舞台に開催されたラグビーワールドカップ。世界中を熱狂の渦に巻き込み、「One 

Team」の言葉で世界中を席巻した日本代表チーム、ブレイブブロッサムズ（Brave Blossoms）に

加藤一希選手が名を連ねる日がそう遠くはないと信じています。（国際文化学科 1995年度卒 鶴見 直城）

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、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。

https://chubu-alumni.jp/

中部大学同窓会北海道支部長（支部代議員）岡田丈雄氏（1968年度卒）が去る4月18日（日）逝去されました。
ここに生前のご厚誼に深く感謝するとともに、故人のご冥福を心よりお祈りし、謹んでお知らせいたします。

　この編集後記を記す現在、東京オリンピック・パラリンピック開催後であり、多少批判はあった

ものの概ね平穏に終了したと思います。特にパラスポーツは音を頼りに行う競技があり、自分では

「絶対無理」とつぶやきながら自宅で観戦していました。

　さて、９月末までは緊急事態宣言の影響で実験・実習以外の科目はすべてリモートにより行われ

る予定となり、大学の教育・研究活動も制限がある状態です。

　同窓会においては社会の流れに従うべく、リモートでの会議開催ができるようにシステムを整備

しました。これにより書面会議のみではなく、対面に近い議論ができるようになりました。

　昨年に引き続き今回も、このような制限がある状況の中にありながら、中部大学同窓会誌「桃園

の夢」は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。来年の「桃園の夢」は以前の状況に戻り、さまざまな活動を皆様にお伝えできる

ことを祈念しながら筆を置きます。

　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

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

: 2022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」内に登場する「ちゅとら」を探す。

官製ハガキ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！

多数のご応募
ありがとうございます。

今号もお待ちしています！
プレゼ

ント

企画

1
手順
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