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　会員の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

平素は同窓会活動にご協力いただきありがとうございます。

　近頃は信じられないほどの出来事や事象が起きています。

在宅時間が多くなっている中、「和の心」と「おもてなし」に

ついて改めて考える機会を得ることができました。「和の心」

は、聖徳太子の「和の精神」が礎となった言葉で、人を敬い、

礼儀正しく思いやりをもって接し、自然を敬う心を持つこと

だと認識しています。日常生活の中に五感を研ぎ澄まして、

季節の移ろいを愛でることもあります。「おもてなし」は、古

くから日本人の心に宿ってきた精神として関心がもたれてい

る言葉であり、東京オリンピック誘致のためのIOC総会でのプ

レゼンテーションで用いられたことで話題となりました。ど

ちらも日本文化の良さを象徴するものとして、大切にしたい

ものです。

　さて、昨年度の四国大学同窓会総会は、コロナ禍の影響に

より、オンラインによる遠隔会議にて開催いたしました。今

年度も、社会の状況に鑑み、遠隔での実施とさせていただき

ます。本部事務局は新会員を迎え、一部役員交代と新体制で

運営しています。同窓会活動を通してタテ・ヨコの繋がりを

広げ、絆を持続できるように努める所存です。そのためには、

和の心とおもてなしをもって取り組むことが必要だと再認識

しました。相互のコミュニケーションをとることで、相手を

思いやる気持ちや信頼関係を築くことはもちろん、相手に対

する心遣いを高め、もてなしの精神を大切にすることは、同

窓会活動を円滑にし、人と人の輪を広げることに繋がるので

はないでしょうか。

　同窓会では、来たる学園創立100周年記念事業に向けて、

母校や関連部署と連携して準備に取りかかっています。会報

やホームページ等で情報発信を心がけてまいります。同窓会

が友好と交流の場になるよう、おもてなしの心をもって対応

したいと存じます。会員の皆様のご意見をお聞かせいただけ

れば幸いです。

　また、同記念事業を迎えるにあたり、活動の基盤である同

窓会名簿を更新するため、名簿動向調査を実施します。適正

な管理のもと作業を進めてまいりますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、同窓会は今後も会員相互の親睦と母

校の発展のために事業発展を期してまいります。心温まるお

もてなしで同窓生の繋がりが深まり、同窓会が卒業生の心の

よりどころとなることを願っています。そして、平穏な生活

に戻れる日々となり、皆様にお目にかかれることを楽しみに

しています。

大切にしたいもの
同窓会会長 松　永　満 佐 子

会長挨拶

理事長・学長挨拶

同窓会本部・委員会報告、Information

支部だより

卒業生アンケート

社会人キャリアアッププログラムのご案内
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●各支部会費払込先一覧

元号卒業年　－　卒業月　－　学科名　（Ｓ＝昭和・Ｈ＝平成・R＝令和)  －（03or09or10)  －（学科コード）
＊例：昭和63年10月　国語国文学科国文学コースの卒業生はＳ63－10－11　＊例：平成8年3月卒業　児童教育科幼児教育専攻の卒業生はＨ08－03－71
＊例：平成12年９月　文科国文専攻の卒業生はＨ12－09－50　＊例：令和２年３月　音楽科の卒業生はR02－03－80

お手数ですが振り込み用紙のご依頼人氏名の後に、上記Ⅰの例と同様に数字をお書きください。なお、氏名が卒業時と異なる場合は旧姓を（　)内にお書きください。
＊例：平成26年3月　幼児教育保育科の卒業生は振込人氏名　山田　花子　Ｈ26－03－72（四国）

払込人欄の郵便番号・住所・氏名及び通信欄にはご本人の卒業年月、学科・専攻・コース名、氏名（旧姓）を必ずお書きください。
なお、学科名等については上表にある数字（学科コード)も必ずお書きください。

•支部会費の払い込みは、従来の郵便局に加えて、銀行からの払い込み方法が可能となりました。下記（記入例）を参考にしてください。郵便局は備え付けの振替用紙でお払い込みください。
•ご本人やご友人の氏名、住所等に変更があれば、各支部長又は同窓会名簿作成委員会までご連絡ください。なお、個人情報につきましては、同窓会員の把握及び会報発送以外には使用いたしません。

　四国大学同窓会は、本部をはじめ各委員会、全国15支部を拠点として、毎年度事業計画を立てて活動しています。それぞれの運営予算は会費から成り立っています。終身会
費は卒業年次に、支部年会費は卒業後の各会員所属支部に納めていただいていますので、会費納入についてより一層のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Ⅰ　郵便局からの払い込みの場合
● 記入例
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1,000円
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経営情報学研究科 経営情報学専攻博士後期課程

文学研究科 日本文学・書道文化専攻
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500円
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同窓会近畿支部
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02050－7－34130

00150－6－611036

四国大学同窓会東北支部 
大橋左恵子
1,000円

17840－32385941

郵便局の口座番号
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　同窓会会員の皆様におかれましては、平素から同窓会活動にご理
解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は継続的に新たな感染波が到来してお
り、依然として収束の気配が見えません。本学でも学生や教職員か
ら感染者が出ていますが、万全な感染対策を講じており、幸いにも
キャンパス内での感染拡大は今のところありません。引き続き、関
係各位のご理解のもと、学びの継続のため、安心・安全なキャンパ
スづくりに努めてまいります。
　今年の大きな出来事といえば、ロシアによるウクライナへの軍事
侵攻です。決してあってはならないことで、ウクライナの惨状には
心を痛めるばかりですが、コロナ禍が DX を推進し働き方改革をはじ
めとする大きな社会変化をもたらしたように、ウクライナの戦禍か
ら私たちは多くのことを学びました。そのひとつがエネルギー問題
です。ウクライナ危機に端を発した燃料価格の高騰により、ガソリ
ンや電気料金の大幅な値上げは私たちの生活を圧迫しています。さ
らに、今夏は例年にない猛暑で気温上昇に伴う家庭や企業での電力
需要が大幅に高まり、また、今冬のエネルギーの安定供給を理由に、

国が原子力発電所の稼働を進めせざるを得ない状況になりました。
資源の乏しい我が国にあって、私たちは長い目でエネルギー問題に
向き合う必要があります。
　こうした中で、本学では、よりよい世界を目指すSDGs（持続可能
な開発目標）に即したゼロカーボン（脱炭素：二酸化炭素の排出量
をプラスマイナスゼロにする）の取り組みを推進しています。昨年
6 月には学長を本部長とする「四国大学グリーントランスフォーメー
ション推進機構」を立ち上げ、学内で発生する廃棄物の削減と再資
源化や省電力、省エネルギー化を促進しています。また、SDGsやエ
ネルギー、気候変動などについて学生が主体的に学ぶ消費者教育プ
ログラムや地域ゼロカーボン達成につながる学生の地域交流・社会
貢献活動などにも取り組んでいます。コロナ禍やウクライナ危機の
事例に見られるように、先行きが不確実かつ不透明な社会のなかで、
学生には建学の精神「全人的自立」のもとで、人と人、人と地域の
交流を通じて自立した人間として成長してほしいと願っています。
　さて、昨年度の同窓会報では、創立期を振り返りながら2025年に
迎える100周年記念事業について少し触れさせていただきましたが、
このたび、100周年記念ロゴマークが決定しましたので、本会報内
でもお披露目します。創設者である佐藤カツの精神を受け継ぎ、未
来へと羽ばたく「人」を育てることを意図したデザインとなってい
ます。是非ご覧いただけたらと思います。
　末筆ながら、同窓生の皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたします
とともに、次世代にむけて、引き続きあたたかいご支援とご協力を
お願い申し上げます。

　暑さの続く毎日、同窓生の皆様、如何お過ごしでしょうか。最近は
年を経るごとに、地球温暖化の影響を一層肌で感じています。また、
発生から２年半を経過する新型コロナウイルス感染症の影響も、まだ
収束の見込みがない状態です。本学でも、毎日のように、学生さん達
の陽性事例（家庭内感染等）の報告がありますが、大学での授業・業
務などの諸活動は、種々の対応策・経験や遠隔授業に対する情報環境
の大幅な刷新等もあり、ほぼ支障なく行えています。国内外で予期せ
ぬ事態も発生し、先が見えない不確実な社会状況ですが、一刻も早い
世界平和、そして社会・経済活動の正常化を強く祈念しています。
　さて、最近の本学の状況ですが、まず今年の卒業生の就職率は
97.7％と高水準、しかもその就職先は約７割以上が徳島県内であり、
これに最近増えた海外留学生の地元採用も加わると、本学は県内で最
も地元密着度、そして貢献度が高い高等教育機関となっています。さ
らに、スポーツ・芸術分野やボランティア活動を含む学生さん達の学
内外での活躍も著しく、また交流プラザでのスタディカフェ
“TAG-RI-BA” の開設や種々企業や機関との連携などはマスコミに取

●理事長・学長挨拶 ●同窓会本部・委員会報告

◆ 同窓会本部
●本部報告
　今年度に入り、対面で授業ができるなど母校にも活気と平
常が戻りつつありました。しかし、第７波新型コロナウイル
ス感染拡大により徳島も過去最多の感染者が出ています。ま
だまだ収束期の見えない昨今、今年度も四国大学同窓会総会
につきましては、昨年同様オンライン（Zoom）にて開催い
たします。

　同窓生の皆様のご参加を心よりお待ちしております。
　四国大学同窓会総会サイトへは、お手持ちのスマートフォ
ン、パソコン等からログイン可能です。下記QRコードまたは
URL、四国大学公式ホームページのいずれかからアクセスして
ください。

開催日時　令和4年11月13日（日）10:00～
開催方法　Zoomウェビナー
議　　案　会計報告／会務報告／その他

自：令和3年4月1日
至：令和4年3月31日◆ 令和3年度 収支決算書

　次年度は平常に戻り会員の皆様と再会できますよう希望しております。
　また、同窓会では、平成25年度から課外活動等で活躍した在
学生を奨励する「学生活動奨励金制度」及び平成26年度から資
格取得を支援する「高大接続キャリアアップ支援プログラム」を
四国大学と連携のもと実施しております。いずれも在学生の教育
研究活動に関する支援を行い母校の発展に寄与することを目的と
した取り組みです。
　平成27年度からは、同窓生を対象とした取り組みとして「活
性化補助費」を設け、支部活動及び同窓生の活動の応援をしてお
ります。同窓会の活性化を目的に始まった取り組みであり、本年
度で８年目を迎えます。
　同窓会の各取り組みについてのご意見等ございましたら、本部
までお知らせください。

学　長  松　重　和　美

最近の大学、そして
“Sustainable University”を志向して

理事長  佐　藤　一　郎

次世代に向けた取組

り上げられることも多く、県民の方々を始め、私たち教職員、そして
きっと同窓会会員の皆様にも、元気を与えてくれているのではないか
と思っています。
　この数年間、本学では、最も基盤となる教育の内容・質の向上とと
もに、大学ブランドの向上に向けて教職員一丸となって尽力していま
す。充実した地域教育に加え、AI（人工知能）や DS（データサイエンス）
など社会から求められる基盤知識・技能を全ての学生さんが体得でき
るようなカリキュラム・教育改革や、電子決裁やペーパーレス会議等
DX化に依る大学業務の効率化・テレワーク化も大きく進んでいます。
藍の研究活動 (SUBARU 事業) や T-LAP(光デザイン) 事業の成果も今
夏文部科学省新館情報ひろばで展示し、多くの方の注目を集めました。
　ところで、世界的な関心事となっていますサスティナビリティ（持
続可能性）に対して、本学は SDGs 教育や Society5.0に関する研究、
エコ・CO₂削減を目指したキャンパスGX化や地域・環境問題の解決
を意識した地域連携活動などを行なっています。今年7月には全国の
大学の中でも先導的に “Sustainable University”宣言をし、これか
らも全学を挙げて、社会で大いに活躍できる人材の育成や研究・地域
連携活動等を通して、地域・社会にとって重要で永く存在感ある大学
を志向して、多様な取り組みを行っていく予定です。
　同窓生の皆様方には、相互に、また大学とも密なコミュニケーショ
ンを持って頂き、３年後学園創立100周年を迎えます本学に大いなる
関心と期待、そしてあたたかいご理解とご支援を賜れば幸いに存じます。

令和4年度四国大学同窓会総会案内

①大学公式HPから
　　　　 大学ホームページのトップ画面

　スクロールし、PICKUP CONTENTSの
　最下部の【四国大学同窓会総会】をクリック

②QRコードから

③URLから 　https://www.shikoku-u.ac.jp/suaa2022
　ログイン時にログインIDとパスワードを入力する画面が
　出ましたら、※をご参照ください

ここを
クリック

　四国大学同窓会総会画面が開きます！

　ログイン時にユーザー名とパスワードの入力画面が出
　ましたら、右記をご参照ください。
　ここにZoomウェビナーのURL、ログインID、パスワ
　ードが掲載されます。
　＊アクセス方法の詳細につきましては、10月中旬を目
　途に操作マニュアル、練習用ウェビナーを設置します
　のでお試しください。
　11月上旬に総会当日のウェビナーURLを設定予定です。
　そこからご参加ください。

※<初回のみ>
ユーザー名（ログインID）:dousoukai
パスワード :suaa2022
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　同窓会会員の皆様におかれましては、平素から同窓会活動にご理
解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は継続的に新たな感染波が到来してお
り、依然として収束の気配が見えません。本学でも学生や教職員か
ら感染者が出ていますが、万全な感染対策を講じており、幸いにも
キャンパス内での感染拡大は今のところありません。引き続き、関
係各位のご理解のもと、学びの継続のため、安心・安全なキャンパ
スづくりに努めてまいります。
　今年の大きな出来事といえば、ロシアによるウクライナへの軍事
侵攻です。決してあってはならないことで、ウクライナの惨状には
心を痛めるばかりですが、コロナ禍が DX を推進し働き方改革をはじ
めとする大きな社会変化をもたらしたように、ウクライナの戦禍か
ら私たちは多くのことを学びました。そのひとつがエネルギー問題
です。ウクライナ危機に端を発した燃料価格の高騰により、ガソリ
ンや電気料金の大幅な値上げは私たちの生活を圧迫しています。さ
らに、今夏は例年にない猛暑で気温上昇に伴う家庭や企業での電力
需要が大幅に高まり、また、今冬のエネルギーの安定供給を理由に、

国が原子力発電所の稼働を進めせざるを得ない状況になりました。
資源の乏しい我が国にあって、私たちは長い目でエネルギー問題に
向き合う必要があります。
　こうした中で、本学では、よりよい世界を目指すSDGs（持続可能
な開発目標）に即したゼロカーボン（脱炭素：二酸化炭素の排出量
をプラスマイナスゼロにする）の取り組みを推進しています。昨年
6 月には学長を本部長とする「四国大学グリーントランスフォーメー
ション推進機構」を立ち上げ、学内で発生する廃棄物の削減と再資
源化や省電力、省エネルギー化を促進しています。また、SDGsやエ
ネルギー、気候変動などについて学生が主体的に学ぶ消費者教育プ
ログラムや地域ゼロカーボン達成につながる学生の地域交流・社会
貢献活動などにも取り組んでいます。コロナ禍やウクライナ危機の
事例に見られるように、先行きが不確実かつ不透明な社会のなかで、
学生には建学の精神「全人的自立」のもとで、人と人、人と地域の
交流を通じて自立した人間として成長してほしいと願っています。
　さて、昨年度の同窓会報では、創立期を振り返りながら2025年に
迎える100周年記念事業について少し触れさせていただきましたが、
このたび、100周年記念ロゴマークが決定しましたので、本会報内
でもお披露目します。創設者である佐藤カツの精神を受け継ぎ、未
来へと羽ばたく「人」を育てることを意図したデザインとなってい
ます。是非ご覧いただけたらと思います。
　末筆ながら、同窓生の皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたします
とともに、次世代にむけて、引き続きあたたかいご支援とご協力を
お願い申し上げます。

　暑さの続く毎日、同窓生の皆様、如何お過ごしでしょうか。最近は
年を経るごとに、地球温暖化の影響を一層肌で感じています。また、
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の大幅な刷新等もあり、ほぼ支障なく行えています。国内外で予期せ
ぬ事態も発生し、先が見えない不確実な社会状況ですが、一刻も早い
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●理事長・学長挨拶 ●同窓会本部・委員会報告

◆ 同窓会本部
●本部報告
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開催方法　Zoomウェビナー
議　　案　会計報告／会務報告／その他
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支　出
科　　目 予　算　額 決　算　額 比較増減 備　　考

慶 弔 費 200,000 108,000 92,000 発表会花代　他

印 刷 費 1,365,000 1,205,104 159,896 会報・同窓会案内の印刷他

通 信 費 3,170,000 3,006,558 163,442 会報送料　切手　他

旅 費 450,000 3,780 446,220
総 会 費 30,000 40,540 △　10,540
会 議 費 225,000 72,102 152,898 各委員会経費

支 部 長 会 費 0 0 0
支 部 補 助 費 150,000 150,000 0 支部長手当

入学記念品費 600,000 314,420 285,580 A4ユーティリティバッグM（ワイド）

卒業記念品費 700,000 704,000 △　4,000 エコバッグ（880個）他

消 耗 品 費 208,000 45,904 162,096 文具　他

人 件 費 0 0 0
活 動 支 援 費 1,700,000 1,008,440 691,560 芳藍祭賞金他

活性化補助費 1,000,000 106,100 893,900 支部補助 3 件

広 報 費 430,000 0 430,000
雑 費 130,000 98,000 32,000 会報寄稿者謝礼

ホームページ管理費

予 備 費 50,000 0 50,000
次年度繰越金 24,625,951 27,559,269 △　2,933,318
合 計 35,033,951 34,422,217 611,734

＊費目間の流用を認める。 ※建設資金積立金 ¥54,410,773
※名簿積立金 ¥13,248,234

収　入 （単位：円）
科　　目 予　算　額 決　算　額 比較増減 備　　考

同窓会入会金 1,680,000 1,634,000 46,000 2,000円×817名
同 窓 会 費 8,020,000 7,620,000 400,000 10,000円×762名
受取利息配当金 10,000 4,266 5,734
寄 付 金 収 入 500,000 340,000 160,000 高大接続プログラム 

（リクルートスーツ）

雑 収 入 0 0 0
前年度繰越金 24,823,951 24,823,951 0 定期預金12,000,000円を含む

合 計 35,033,951 34,422,217 611,734
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◆ 大学祭企画委員会

◆ 名簿作成委員会　　

　大学祭企画委員会では、芳藍祭において「もっと知ろうよ！同窓会」
をテーマに卒業生・在学生そして教職員の皆様に、四国大学の歴史
や魅力を改めて知っていただこうという思いで同窓会の PR活動に努
めています。
　毎年、同窓会活動の紹介、さまざまな分野で活躍する卒業生の紹
介などのパネル展示に加え、大学の歴史を振り返るパネルや四国女
子短期大学、そして四国女子大学時
代の制服・式服、教職員の懐かしの
写真などの展示、またご好評いただ
いている大学のお煎餅や同窓会オリ
ジナルグッズの配布も行っていま
す。当時の思い出を友人やご家族と
楽しく語り合ったり、教職員の青春
時代の写真を見て話に花を咲かせた
りと、たくさんの卒業生・在学生の
方にお越しいただいています。
　令和４年11月12日、13日に予定
されております芳藍祭では、是非中
央棟一階の展示コーナーに足をお運
びいただきますようお願いいたしま
す。皆様にお会いできることを委員
一同楽しみにお待ちしております。

　名簿作成委員会では、毎年度卒業生を名簿に追加し、会報発送用宛
名紙の印刷や都道府県別会員リストの作成（案内パンフレット等に使
用）及び卒業生県別リストの作成等を行っております。また、住所変
更等の名簿データの管理も随時行っております。

　現在、四国大学同窓会名簿は、電子媒体として管理させていただい
ております。この度、学園創立100周年を迎えるにあたり、会員動向調
査を実施させていただくことになりました。それに伴いまして、すでに
同窓会に登録されているご住所へ登録状況内容確認のための調査ハガ
キを12月中旬以降に郵送させていただく予定にしておりますので、ご
協力をお願いいたします。調査につきまして詳細は、同窓会ホーム
ページをご確認ください。

会員動向調査へのご協力のお願い

　多くの同窓生の皆様に同窓会並びに大学の現況をお知らせすること
ができたらと考えておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお
願いいたします。

　同窓会では、卒業生の皆様に毎年1回会報を送付させていただい
ておりますが、引越し・転勤・ご結婚等により、住所不明となって
いる方がいらっしゃいます。 
　ご住所やお名前に変更が生じましたら、必要事項記載の上、下記
までご連絡をいただけますようお願いいたします。

①卒業年度　②卒業学科・専攻・コース　③卒業時の氏名
④現氏名　⑤現住所　⑥ TEL
⑦勤務先　等　変更内容を記載

住所変更等について

住所変更等のご連絡・お問い合せ先
●記載事項

〒771‒1192 徳島市応神町古川 四国大学同窓会名簿作成委員会
TEL：088‒665‒9900　FAX：088‒665‒8037　
E-mail：suaa@shikoku-u.ac.jp

　本委員会の中心的な活動内容は、全国15ヵ所の支部と同窓会本部
との連絡調整です。本部と支部、支部と支部との潤滑油となり、年
間を通じて情報共有や連携のサポートを行うことで、同窓会活動の
活性化と、大学と同窓会の知名度向上に取り組んでおります。
　具体的には各支部の総会に連絡委員が出席さ
せて頂き、支部活動の現状を把握すると共に、
現場で抱えている問題点、悩みを丁寧にお聞き
し、各支部から得られた情報を、同窓会運営上
の検討事項として、本委員会で集約・整理し、
改善策を提案事項として、本部役員会の折に提
出し、支部の課題解決のお手伝いができるよう努めております。支
部総会では他に、大学から皆様へのメッセージとして、キャンパス
の最新情報をお伝えすると共に地元就職を希望する学生への進路サ
ポートとして就職情報の提供依頼等を行っております。
　また、支部に所属する在学生との親睦会を開催
し、同窓会の存在や、支部活動の様子を学生に紹
介する機会を作っております。他学部・他学年で
会ったことのない同郷の先輩との語らいは、大学
生活が不安であった新入生には、ホッとする時間
となっています。しかし残念ながら今年度も、新
型コロナウイルス感染流行を鑑み、開催中止とさせていただきました。
　今年度の支部総会は、対面での総会開催予定は４支部、中止が11
支部という連絡を頂きました。全支部の同窓生の皆様が元気な姿で
交流できる日が戻ることを、委員一同心待ちにしております。
　最後に、本委員会からのお願いとなりますが、私達連絡委員にとって、
年に１度の支部総会や支部での行事に参加させて頂く事は、皆様から
の元気を頂き、同窓生同士の絆を感じることのできる、本当に貴重な
機会です。同窓生の皆様におかれましては、支部総会開催の折には是
非ご出席下さいますよう改めてお願い申し上げます。また、総会の有
無に係わらず支部会費納入をお忘れ無きよう併せてお願いいたします。
　本委員会では、コロナ禍で活動が大幅に制限されている中ではあ
りますが、新支部立ち上げに向けた準備も積極的に進めております。
同窓会全体での参画・応援体制ができますよう、皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。

◆ 支部活動連絡委員会 

　四国大学同窓会研修活動委員会では、同窓生の生涯教育、同窓会
活動の充実、会員相互の親睦を目的とし、年1回講習会および講演
会を開催しています。具体的には、年度の初めに役員の中でアイデ
アを募り、来場された会員の方々が興味を持っていただけるような
内容を話し合い、夏から秋頃を開催時期と設定して取り組み始めま
す。主な内容としては、室内外問わず意欲的な活動が多く、材料を
選び、自らの構想とセンスで作成する『ハーバリウム体験』、また、
新築したばかりのスポーツ健康館の紹介も兼ね、日常生活の中で無
理なく挑戦できるヨガを体験する『Let's enjoy YOGA』など、専
門の講師を招き、多様で充実した内容を実施しております。加えて、
講習会の後には、参加者からのアンケート調査を行い、満足度や要望、
改善点を集計し、後の講習内容の偏りを防ぐと共に、次年度開催へ
向けてのより良いブラッシュアップ作業を役員間で行います。
　しかしながら近年の活動としては、ご存じの通り新型コロナウイ
ルス感染流行という事態が継続しており、活動の主な時期としまし
ても、ウイルス蔓延がより活性化し始める春から秋頃が主な活動期
間であり、多人数で1ヵ所に集まって行うというイベントの側面もあ
る為、来場される会員の方々にとっても安心して参加していただく
事ができないと判断し、残念ながら、開催を中止させていただく現
状が続いております。
　本委員会では、次年度の開催を目指し、役員間での講習会内容の
話し合いを進めております。コロナを取り巻く環境は日々変化して
いる為、イベントの開催形式等の見直しも含めて検討の必要がある
と考えております。確証のあるご案内とはなりませんが、会員の皆
様に再び楽しんでいただける講習会の実施を目指して取り組んで参
ります。開催が叶った際には、是非、皆様でご参加頂きますよう、
よろしくお願いいたします。

◆ 研修活動委員会

◆ 広報委員会
　広報委員会は、同窓会の活動を社会に発信することを目的として、
同窓会公式ホームページの管理・運営を中心に、種々の広報活動を
行っています。ホームページでは同窓会総会をはじめ、同窓会講習
会の開催案内、同窓会報の紹介、大学祭での同窓会活動、各支部の
活動報告等を掲載しています。また、お問い合わせフォームを設置し、
同窓会へのご意見のほか、同窓会員の皆さまの住所・氏名等の変更
も受け付けております。
　現在、来年度に予定するホームページの全面改定に向け、準備を
進めております。今後とも同窓会ホームページをご活用いただき、
同窓会を身近に感じていただけましたら幸いです。

◆ 会報委員会
　今年はコロナ禍での3回目の夏を経験しましたが、まだまだ制限
の残る日常生活であったと思います。本格的に活動が再開できるこ
とを切に願うばかりです。
　会報委員会は、同窓生・在学生・大学等に関係する活動や情報を
同窓会報を通じてお知らせしています。同窓会報がより良いものと
なりますよう同窓会報に掲載して欲しい事項がございましたらご連
絡くださいますようお願い申し上げます。
　このたび、お忙しい中、快く原稿を引き受けていただきました皆
様に感謝申し上げます。

【文学部　書道文化学科 卒業生の皆様】
 「書道文化学科　ホームカミングデー（臨池会総会）」を開催します。
　日時：令和4年11月12日（土）11時～13時（芳藍祭開催中）
　場所：四国大学書道文化館３階　S302演習室
　ぜひご参加ください。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。

【短期大学部人間健康科食物栄養専攻　卒業生の皆様】
　食物栄養専攻ホームカミングデーを開催します。
　日時：令和4年11月13日（日）13時～15時30分
　場所：四国大学中央棟4階 A409講議室
　食物栄養専攻では卒業生のための交流会として、平成26年度から
毎年ホームカミングデーを開催しています。令和2、3年度は新型コ
ロナウイルス感染症のため、残念ながら開催することは出来ませんで
したが、開催を楽しみにしてくださっている卒業生が増えており、近
況報告や仕事の情報交換の場として活用されてます。
　今年度も芳藍祭の最終日に開催します。ぜひ食栄ホームカミングデー
にお越しいただき、懐かしい大学の雰囲気を感じてください。

【学校法人四国大学100周年記念事業
   ロゴマークが決定しました】

　学園が紡いできた歴史と佐藤一郎理事長の想いを京都在住のグラ
フィックデザイナー川邊祐之亮氏が具現化したデザイン。

　同窓会の皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

本学園の「針と糸」から始まるストーリー。「剛く鋭い針(壁を突破
せんとする強い意志)」と「しなやかで丈夫な糸(柔軟な感性や丈夫
な身体)」がないと「縫い物(人が成し遂げるべき物事)」は成り立ち
ません。剛い針に通された糸が二次元のリボン(人)となり、やがて
ループし三次元へと進化。縁や連携を象徴する｢和｣＝｢輪｣を描きま
す。さらに２本となったリボンの輪は、建学の精神を｢全人的自立｣
に昇華させた四国大学の男女共学化を表現。そして学園創立から
100年後の2025年、細い１本の糸(佐藤カツ初代理事長の想い)
は、徳島の県鳥｢しらさぎ｣と、大学に集う学生や教職員の多様性、
DXをイメージした｢未来の翼｣となり、次の100年へ向かい四国徳島
の大空に羽ばたきます。

●Information

　同窓生同士の親睦と、会員と大学との関係を円滑にすることを目的として、
皆様が所属している支部で、支部長を中心に毎年１回総会を開催
します。総会開催の為に活動してくださる方を募集しています。
　少しでもご参加頂ける方ご連絡をお待ちしています!
連絡先:四国大学同窓会 支部活動連絡委員会  TEL:088-655-1300(代表)

私たちと一緒に支部活動しませんか?全国で募集しています!

………………………………………………………………………………

【生活科学部管理栄養士養成課程 卒業生の皆様】
　令和7年(2025年)に学校法人四国
大学が迎える学園創立100周年記念
事業のロゴマークとスローガンが決
定しました。四国大学では来たる
100周年に向けて、さまざまな記念
事業を展開していきます。

　芳藍祭期間中に管理栄養士養成課程ホー
ムカミングデーを開催します。
※実施直前の徳島県内の感染状況によって
中止となる可能性もございますので、お含
みおきください。
日時：令和4年11月13日（日）
　　　13時～15時
場所：四国大学中央棟10階
　　　A1021演習室

【看護学部　看護学科 卒業生の皆様】
　久しぶりに「看護学科　ホームカミングデー」を開催します。
　日時：令和4年11月12日（土）10時～12時（芳藍祭開催中）
　場所：四国大学中央棟4階 A410講議室
　これからクラスごとに出席の確認をさせていただきますので、ぜひ
ご参加ください。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。

【証明書発行について】
　令和4年12月より、卒業生向け各種証明書（成績証明書、卒業
証明書など）のオンライン申請が可能になります。支払い方法も
クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy決済を選択す
ることができます。卒業生の皆様にとっては、ご自宅からオンラ
イン申請することができ、手続きが簡素化されます。
　詳細につきましては、四国大学ホームページで11月中に掲載予
定ですので、ご確認ください。また、わからないことがあれば、教
育支援課までお問合せください。
　　　　　　　   （教育支援課証明書係　TEL.088-655-9922）
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◆ 大学祭企画委員会

◆ 名簿作成委員会　　

　大学祭企画委員会では、芳藍祭において「もっと知ろうよ！同窓会」
をテーマに卒業生・在学生そして教職員の皆様に、四国大学の歴史
や魅力を改めて知っていただこうという思いで同窓会の PR活動に努
めています。
　毎年、同窓会活動の紹介、さまざまな分野で活躍する卒業生の紹
介などのパネル展示に加え、大学の歴史を振り返るパネルや四国女
子短期大学、そして四国女子大学時
代の制服・式服、教職員の懐かしの
写真などの展示、またご好評いただ
いている大学のお煎餅や同窓会オリ
ジナルグッズの配布も行っていま
す。当時の思い出を友人やご家族と
楽しく語り合ったり、教職員の青春
時代の写真を見て話に花を咲かせた
りと、たくさんの卒業生・在学生の
方にお越しいただいています。
　令和４年11月12日、13日に予定
されております芳藍祭では、是非中
央棟一階の展示コーナーに足をお運
びいただきますようお願いいたしま
す。皆様にお会いできることを委員
一同楽しみにお待ちしております。

　名簿作成委員会では、毎年度卒業生を名簿に追加し、会報発送用宛
名紙の印刷や都道府県別会員リストの作成（案内パンフレット等に使
用）及び卒業生県別リストの作成等を行っております。また、住所変
更等の名簿データの管理も随時行っております。

　現在、四国大学同窓会名簿は、電子媒体として管理させていただい
ております。この度、学園創立100周年を迎えるにあたり、会員動向調
査を実施させていただくことになりました。それに伴いまして、すでに
同窓会に登録されているご住所へ登録状況内容確認のための調査ハガ
キを12月中旬以降に郵送させていただく予定にしておりますので、ご
協力をお願いいたします。調査につきまして詳細は、同窓会ホーム
ページをご確認ください。

会員動向調査へのご協力のお願い

　多くの同窓生の皆様に同窓会並びに大学の現況をお知らせすること
ができたらと考えておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお
願いいたします。

　同窓会では、卒業生の皆様に毎年1回会報を送付させていただい
ておりますが、引越し・転勤・ご結婚等により、住所不明となって
いる方がいらっしゃいます。 
　ご住所やお名前に変更が生じましたら、必要事項記載の上、下記
までご連絡をいただけますようお願いいたします。

①卒業年度　②卒業学科・専攻・コース　③卒業時の氏名
④現氏名　⑤現住所　⑥ TEL
⑦勤務先　等　変更内容を記載

住所変更等について

住所変更等のご連絡・お問い合せ先
●記載事項

〒771‒1192 徳島市応神町古川 四国大学同窓会名簿作成委員会
TEL：088‒665‒9900　FAX：088‒665‒8037　
E-mail：suaa@shikoku-u.ac.jp

　本委員会の中心的な活動内容は、全国15ヵ所の支部と同窓会本部
との連絡調整です。本部と支部、支部と支部との潤滑油となり、年
間を通じて情報共有や連携のサポートを行うことで、同窓会活動の
活性化と、大学と同窓会の知名度向上に取り組んでおります。
　具体的には各支部の総会に連絡委員が出席さ
せて頂き、支部活動の現状を把握すると共に、
現場で抱えている問題点、悩みを丁寧にお聞き
し、各支部から得られた情報を、同窓会運営上
の検討事項として、本委員会で集約・整理し、
改善策を提案事項として、本部役員会の折に提
出し、支部の課題解決のお手伝いができるよう努めております。支
部総会では他に、大学から皆様へのメッセージとして、キャンパス
の最新情報をお伝えすると共に地元就職を希望する学生への進路サ
ポートとして就職情報の提供依頼等を行っております。
　また、支部に所属する在学生との親睦会を開催
し、同窓会の存在や、支部活動の様子を学生に紹
介する機会を作っております。他学部・他学年で
会ったことのない同郷の先輩との語らいは、大学
生活が不安であった新入生には、ホッとする時間
となっています。しかし残念ながら今年度も、新
型コロナウイルス感染流行を鑑み、開催中止とさせていただきました。
　今年度の支部総会は、対面での総会開催予定は４支部、中止が11
支部という連絡を頂きました。全支部の同窓生の皆様が元気な姿で
交流できる日が戻ることを、委員一同心待ちにしております。
　最後に、本委員会からのお願いとなりますが、私達連絡委員にとって、
年に１度の支部総会や支部での行事に参加させて頂く事は、皆様から
の元気を頂き、同窓生同士の絆を感じることのできる、本当に貴重な
機会です。同窓生の皆様におかれましては、支部総会開催の折には是
非ご出席下さいますよう改めてお願い申し上げます。また、総会の有
無に係わらず支部会費納入をお忘れ無きよう併せてお願いいたします。
　本委員会では、コロナ禍で活動が大幅に制限されている中ではあ
りますが、新支部立ち上げに向けた準備も積極的に進めております。
同窓会全体での参画・応援体制ができますよう、皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。

◆ 支部活動連絡委員会 

　四国大学同窓会研修活動委員会では、同窓生の生涯教育、同窓会
活動の充実、会員相互の親睦を目的とし、年1回講習会および講演
会を開催しています。具体的には、年度の初めに役員の中でアイデ
アを募り、来場された会員の方々が興味を持っていただけるような
内容を話し合い、夏から秋頃を開催時期と設定して取り組み始めま
す。主な内容としては、室内外問わず意欲的な活動が多く、材料を
選び、自らの構想とセンスで作成する『ハーバリウム体験』、また、
新築したばかりのスポーツ健康館の紹介も兼ね、日常生活の中で無
理なく挑戦できるヨガを体験する『Let's enjoy YOGA』など、専
門の講師を招き、多様で充実した内容を実施しております。加えて、
講習会の後には、参加者からのアンケート調査を行い、満足度や要望、
改善点を集計し、後の講習内容の偏りを防ぐと共に、次年度開催へ
向けてのより良いブラッシュアップ作業を役員間で行います。
　しかしながら近年の活動としては、ご存じの通り新型コロナウイ
ルス感染流行という事態が継続しており、活動の主な時期としまし
ても、ウイルス蔓延がより活性化し始める春から秋頃が主な活動期
間であり、多人数で1ヵ所に集まって行うというイベントの側面もあ
る為、来場される会員の方々にとっても安心して参加していただく
事ができないと判断し、残念ながら、開催を中止させていただく現
状が続いております。
　本委員会では、次年度の開催を目指し、役員間での講習会内容の
話し合いを進めております。コロナを取り巻く環境は日々変化して
いる為、イベントの開催形式等の見直しも含めて検討の必要がある
と考えております。確証のあるご案内とはなりませんが、会員の皆
様に再び楽しんでいただける講習会の実施を目指して取り組んで参
ります。開催が叶った際には、是非、皆様でご参加頂きますよう、
よろしくお願いいたします。

◆ 研修活動委員会

◆ 広報委員会
　広報委員会は、同窓会の活動を社会に発信することを目的として、
同窓会公式ホームページの管理・運営を中心に、種々の広報活動を
行っています。ホームページでは同窓会総会をはじめ、同窓会講習
会の開催案内、同窓会報の紹介、大学祭での同窓会活動、各支部の
活動報告等を掲載しています。また、お問い合わせフォームを設置し、
同窓会へのご意見のほか、同窓会員の皆さまの住所・氏名等の変更
も受け付けております。
　現在、来年度に予定するホームページの全面改定に向け、準備を
進めております。今後とも同窓会ホームページをご活用いただき、
同窓会を身近に感じていただけましたら幸いです。

◆ 会報委員会
　今年はコロナ禍での3回目の夏を経験しましたが、まだまだ制限
の残る日常生活であったと思います。本格的に活動が再開できるこ
とを切に願うばかりです。
　会報委員会は、同窓生・在学生・大学等に関係する活動や情報を
同窓会報を通じてお知らせしています。同窓会報がより良いものと
なりますよう同窓会報に掲載して欲しい事項がございましたらご連
絡くださいますようお願い申し上げます。
　このたび、お忙しい中、快く原稿を引き受けていただきました皆
様に感謝申し上げます。

【文学部　書道文化学科 卒業生の皆様】
 「書道文化学科　ホームカミングデー（臨池会総会）」を開催します。
　日時：令和4年11月12日（土）11時～13時（芳藍祭開催中）
　場所：四国大学書道文化館３階　S302演習室
　ぜひご参加ください。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。

【短期大学部人間健康科食物栄養専攻　卒業生の皆様】
　食物栄養専攻ホームカミングデーを開催します。
　日時：令和4年11月13日（日）13時～15時30分
　場所：四国大学中央棟4階 A409講議室
　食物栄養専攻では卒業生のための交流会として、平成26年度から
毎年ホームカミングデーを開催しています。令和2、3年度は新型コ
ロナウイルス感染症のため、残念ながら開催することは出来ませんで
したが、開催を楽しみにしてくださっている卒業生が増えており、近
況報告や仕事の情報交換の場として活用されてます。
　今年度も芳藍祭の最終日に開催します。ぜひ食栄ホームカミングデー
にお越しいただき、懐かしい大学の雰囲気を感じてください。

【学校法人四国大学100周年記念事業
   ロゴマークが決定しました】

　学園が紡いできた歴史と佐藤一郎理事長の想いを京都在住のグラ
フィックデザイナー川邊祐之亮氏が具現化したデザイン。

　同窓会の皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

本学園の「針と糸」から始まるストーリー。「剛く鋭い針(壁を突破
せんとする強い意志)」と「しなやかで丈夫な糸(柔軟な感性や丈夫
な身体)」がないと「縫い物(人が成し遂げるべき物事)」は成り立ち
ません。剛い針に通された糸が二次元のリボン(人)となり、やがて
ループし三次元へと進化。縁や連携を象徴する｢和｣＝｢輪｣を描きま
す。さらに２本となったリボンの輪は、建学の精神を｢全人的自立｣
に昇華させた四国大学の男女共学化を表現。そして学園創立から
100年後の2025年、細い１本の糸(佐藤カツ初代理事長の想い)
は、徳島の県鳥｢しらさぎ｣と、大学に集う学生や教職員の多様性、
DXをイメージした｢未来の翼｣となり、次の100年へ向かい四国徳島
の大空に羽ばたきます。

●Information

　同窓生同士の親睦と、会員と大学との関係を円滑にすることを目的として、
皆様が所属している支部で、支部長を中心に毎年１回総会を開催
します。総会開催の為に活動してくださる方を募集しています。
　少しでもご参加頂ける方ご連絡をお待ちしています!
連絡先:四国大学同窓会 支部活動連絡委員会  TEL:088-655-1300(代表)

私たちと一緒に支部活動しませんか?全国で募集しています!

………………………………………………………………………………

【生活科学部管理栄養士養成課程 卒業生の皆様】
　令和7年(2025年)に学校法人四国
大学が迎える学園創立100周年記念
事業のロゴマークとスローガンが決
定しました。四国大学では来たる
100周年に向けて、さまざまな記念
事業を展開していきます。

　芳藍祭期間中に管理栄養士養成課程ホー
ムカミングデーを開催します。
※実施直前の徳島県内の感染状況によって
中止となる可能性もございますので、お含
みおきください。
日時：令和4年11月13日（日）
　　　13時～15時
場所：四国大学中央棟10階
　　　A1021演習室

【看護学部　看護学科 卒業生の皆様】
　久しぶりに「看護学科　ホームカミングデー」を開催します。
　日時：令和4年11月12日（土）10時～12時（芳藍祭開催中）
　場所：四国大学中央棟4階 A410講議室
　これからクラスごとに出席の確認をさせていただきますので、ぜひ
ご参加ください。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。

【証明書発行について】
　令和4年12月より、卒業生向け各種証明書（成績証明書、卒業
証明書など）のオンライン申請が可能になります。支払い方法も
クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy決済を選択す
ることができます。卒業生の皆様にとっては、ご自宅からオンラ
イン申請することができ、手続きが簡素化されます。
　詳細につきましては、四国大学ホームページで11月中に掲載予
定ですので、ご確認ください。また、わからないことがあれば、教
育支援課までお問合せください。
　　　　　　　   （教育支援課証明書係　TEL.088-655-9922）
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●支部だより

　会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。次々とおそって
くる新型コロナウイルスの波に押しつぶされそうになりなが
らも、日々、明るく前向きに過ごされている事と存じます。
　高知支部も、安全と健康を考え、役員が集まる事さえ出来
ない日々が続いております。
　今まで当り前だった日常が、いかにありがたく、かけがえ
のない日々であったのかを痛感している今日この頃です。ど
うか皆様、笑顔でお会いできる日まで、一日一日を大切にお
元気でお過ごし下さいませ。

支部長　岡本　ひとみ◆高知支部

　秋涼の候、北九州支部会員の皆様におかれましてはお元気
でお過ごしでしょうか。
　今年度も昨年同様、北九州支部総会を見合わせることとな
りました。会員の皆様、ご家族様のことを考えると県の往来
は厳しく受け止めました。
　新型コロナ感染症が落ち着き、日常の生活にもどり、会員
の皆様とお会いできることを楽しみにしています。今年の梅
雨明けは早く暑い日々が続きます。どうぞ、お身体を大切に
お過ごし下さい。

【愛媛支部同窓会のご案内】
　①日　時　令和4年11月20日（日）10時～14時
　②会　場　道後　にぎたつ会館
　③内　容　総会　ファブリックパネル作り
　　　　　　懇親会（会食）
　④会　費　年会費1,000円と参加費3,000円
【愛媛支部同窓会連絡先】
　　住　所　宇和島市吉田町南君466
　　支部長　浅尾美津子
　　電　話　0895-54-0459
（但し、新型コロナウイルスの感染状況等によりやむを得ず
中止することがありますのでご了承ください。）

　同窓生のみなさんお変わりありませんか。今年の観測史上
最も短かった梅雨、厳しい夏の暑さやなかなか終りの見えな
いコロナウイルス等、マスクをはずしての総会を目標にして
いましたが、思うように終息がなく、ウィズコロナで世の中
は動き始めていますが、徳島支部の総会は今年も我慢の年に
なる予定です。また長い間副支部長として活躍してくれた大
戸和栄さんが、ご高齢の為退任される予定です。役員会を開
き後任の人選と、来年こそ希望をもって総会・親睦旅行がで
きるように話し合い、準備を進めたいと思っています。
　いろいろ厳しい世の中ですが、同窓生の皆様の健康を祈り
つつ元気に笑顔でお会いできる日を楽しみにしています。

支部長　土川　弘子◆徳島支部

　秋涼の候、会員の皆様お元気でお過ごしでしょうか。
　四国大学は、2025年に学園創立100周年を迎えるとお聞き
しています。歴史を刻み益々発展していく母校は、同窓生に
とりましては大きな励みであり誇りでもあります。本当に喜
ばしい限りです。
　さて、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、2年間同窓
会を開催できませんでしたが、今年度は感染防止対策をしな
がら松山市で開催いたします。どうぞお気軽にお越しくださ
い。なお、この誌面をもちまして愛媛支部同窓会のご案内と
させていただいております。会員の皆様とお会いできますこ
とを楽しみにしております。

支部長　浅尾　美津子◆愛媛支部

　関東支部の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
　今年も支部総会は開催できませんが、9月3日（土）に久しぶり
に役員会をもち、これから少しでも支部をより良く発展する為に
話し合い、アンケートを往復葉書で出させていただく事になりま
した。多くの方に沢山いろいろなご意見をいただきたいと思いま
す。お忙しいと思いますが、是非ご返信を宜しくお願い致します。

支部長　佐竹　志津◆関東支部◆関東支部

　さわやかな秋日和が続き、心地よい季節を迎えました。同
窓生の皆様いかがお過ごしでしょうか。
　令和2年度に続き、3年度の中部支部同窓会も新型コロナウ
イルス感染症のため、やむなく中止させて頂きました。
　色々計画を立て、皆さんに楽しんで頂こうと思っていまし
たのにとても残念です。同窓会に出席して頂いた方に毎年恒
例になっているドクダミの化粧水をお渡しすることができず
とても残念です。
　今年度は我が家のタンスに眠っていた古布を使ってコー
ヒーカップのコースターを作ってみました。令和4年度の同窓
会でお渡しできることを願って同窓会のご案内をいたしま
す。
　4年度の同窓会は例年よりも1時間ほど早めて、豊臣秀吉・
織田信長など多くの戦国武将とゆかりの深い町・1年を通じ
て、何気ない日常が楽しい町・「津島」を散策して頂こうと
計画しております。
　県外の方も大歓迎です。遠方の方は宿泊（無料）もできま
す。会報をごらんになりましたら下記に電話頂ければ詳しく
ご案内いたします。
　年に１度、元気な顔
を見せ、近況を報告し
あったり、思い出話に
花を咲かせたりと楽し
いひと時を過ごしませ
んか。一人でも多くの
方の参加をお待ちして
います。

支部長　河上　多津子◆中部支部

●日　時　令和4年10月15日（土）11時～
●場　所　愛知県津島市下切町高橋34（河上邸）
●会　費　2,000円（食事代・写真代など)
●連絡先　河上多津子（旧姓徳弘）
●ＴＥＬ　0567-28-2458
●締　切　令和4年10月８日（土）

令和4年度　中部支部総会

　同窓生の皆さま、お元気ですか。コロナが下火になった6月
18日、2年ぶりの評議員会を開きました。皆さん、再会の喜
びにあふれていました。そして、今年こそは同窓会を開催し
たいという熱い気持ちで話し合いました。しかし、その後、
第7波が到来し、7月30日、再度評議員会を開き、検討を重ね
ました。結果は、8月末日のコロナの状況を鑑み、開催の有無
を決定することにしました。コロナ禍が続き、沈んでいる心
を少しでもアップできればと考え、昨年度から企画していた
音楽療法を総会の後、行います。日程等は、下記に掲載して
おりますのでご覧ください。
　尚、昭和38年度から昭和60年度に卒業された方には、ご案
内状等を送付させて頂きます。経費削減のため、その他の卒
業生には、直接ご案内を差し上げませんがご了承ください。
この紙面をご覧になり、参加して頂ければありがたいです。

【香川支部同窓会のご案内】
　日　時　令和4年11月26日（土）
　　　　　11時～14時
　場　所　リーガホテルゼスト高松　
　内　容　総会・懇親会
　　　　　講演「音楽療法で心身を健康に！」
　　　　　講師　音楽療法士　栗田京子さん
　　　　　　　（昭和48年度卒業生）
　注…コロナ拡大の状況で、中止になる場合があります。

支部長　藤根　直身◆香川支部

支部長　溝口　昌子◆北九州支部

　同窓会南九州支部の会員の皆様いかがお過ごしでしょう
か。平素は同窓会活動にご協力・ご支援いただきまして誠に
ありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の支部
総会も開催することができませんでした。年に一度の皆様と
のコミュニケーションで元気をもらったり同窓生の絆を感じ
たりしたかったです。
　大変残念ですが、次
年度こそ皆様と楽しい
ひと時を過ごせるよう
に願います。どうぞお
身体に気をつけてご自
愛ください。

支部長　徳永　由紀子◆南九州支部

●日　時　令和4年11月27日（日）11時～15時
●場　所　「セントコア山口」山口市湯田温泉3-2-7
　　　　　TEL：083-922-0811
●会　費　3,000円（昼食代）
　　　　　・お子様同伴の方は、お一人につき食事代が
　　　　　　1,500円追加となります。
　　　　　・温泉に入浴も出来ます。
　　　　　・本年度の支部会費未納の方は、当日
　　　　　  年会費1,000円を一緒にお支払いください。
●連絡先　一木美津子　TEL：080-5617-0118
●締　切　令和4年11月17日（木）

令和4年度　山口支部総会

　新型コロナ感染対策を講じながら通常の生活が少しずつ戻っ
て来ていますが、ロシアのウクライナ侵攻により世界情勢が大
きく変化し、家計を苦しめる円安や物価高騰、会員の皆様も心
痛の日々を過ごされているのではないでしょうか。
　山口支部では、新型コロナ感染拡大を受けて、この2年間支部総
会は「書面開催」となりましたが、昨年度の書面議決につきまし
ては、本年1月末に資料を郵送し、全ての議案について承認をいた
だくことが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。
　さて、本年度の山口支部総会につきましては、下記の日程で
感染対策を万全に尽くしながら開催を予定していますので、会
員の皆様の多数のご参加をお願いいたします。新型コロナ感染
状況によっては、急遽会場での開催を中止することもあるかと
思います。その際は、本部の同窓会ホームページで連絡させて
いただきますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。
　収束の見えないコロナ禍、世界情勢の変化、暴力で訴えよう
とする心の歪みから
の悲しい事件、近年
の状況に心が痛みま
す。１日も早く平穏
な日々が戻ることを
願いながら明るく心
豊かに乗り切りたい
ものです。

支部長　一木　美津子◆山口支部

　会員の皆様、お変わりありませんか。
　日常生活は、落ち着きが感じられるようになりましたが、
感染の拡大は、増加と減少を繰り返し、現在は第7波に入ろう
としています。このような事から、今年度の総会も開催は難
しいと判断しました。
　今後については、役員と相談しながら前に進んでいけたら
と思っております。
　良いお知らせができる時まで、どうかお元気でお過ごしく
ださい。

支部長　藤井　美保◆岡山支部

書面開催の書類の封緘作業（支部役員4名）
（令和4年1月山口県セミナーパークにて）

関東支部のみなさん

9月にお送りしました「アンケート」への回答をよろしくお願いしま

す。皆さんにご意見を頂き、これからの支部総会を楽しい会にし

ていきたいと思います。

皆さんも次回の支部総会には是非参加してくださいね。

初めての方も大歓迎です。お待ちしています !
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●支部だより

　会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。次々とおそって
くる新型コロナウイルスの波に押しつぶされそうになりなが
らも、日々、明るく前向きに過ごされている事と存じます。
　高知支部も、安全と健康を考え、役員が集まる事さえ出来
ない日々が続いております。
　今まで当り前だった日常が、いかにありがたく、かけがえ
のない日々であったのかを痛感している今日この頃です。ど
うか皆様、笑顔でお会いできる日まで、一日一日を大切にお
元気でお過ごし下さいませ。

支部長　岡本　ひとみ◆高知支部

　秋涼の候、北九州支部会員の皆様におかれましてはお元気
でお過ごしでしょうか。
　今年度も昨年同様、北九州支部総会を見合わせることとな
りました。会員の皆様、ご家族様のことを考えると県の往来
は厳しく受け止めました。
　新型コロナ感染症が落ち着き、日常の生活にもどり、会員
の皆様とお会いできることを楽しみにしています。今年の梅
雨明けは早く暑い日々が続きます。どうぞ、お身体を大切に
お過ごし下さい。

【愛媛支部同窓会のご案内】
　①日　時　令和4年11月20日（日）10時～14時
　②会　場　道後　にぎたつ会館
　③内　容　総会　ファブリックパネル作り
　　　　　　懇親会（会食）
　④会　費　年会費1,000円と参加費3,000円
【愛媛支部同窓会連絡先】
　　住　所　宇和島市吉田町南君466
　　支部長　浅尾美津子
　　電　話　0895-54-0459
（但し、新型コロナウイルスの感染状況等によりやむを得ず
中止することがありますのでご了承ください。）

　同窓生のみなさんお変わりありませんか。今年の観測史上
最も短かった梅雨、厳しい夏の暑さやなかなか終りの見えな
いコロナウイルス等、マスクをはずしての総会を目標にして
いましたが、思うように終息がなく、ウィズコロナで世の中
は動き始めていますが、徳島支部の総会は今年も我慢の年に
なる予定です。また長い間副支部長として活躍してくれた大
戸和栄さんが、ご高齢の為退任される予定です。役員会を開
き後任の人選と、来年こそ希望をもって総会・親睦旅行がで
きるように話し合い、準備を進めたいと思っています。
　いろいろ厳しい世の中ですが、同窓生の皆様の健康を祈り
つつ元気に笑顔でお会いできる日を楽しみにしています。

支部長　土川　弘子◆徳島支部

　秋涼の候、会員の皆様お元気でお過ごしでしょうか。
　四国大学は、2025年に学園創立100周年を迎えるとお聞き
しています。歴史を刻み益々発展していく母校は、同窓生に
とりましては大きな励みであり誇りでもあります。本当に喜
ばしい限りです。
　さて、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、2年間同窓
会を開催できませんでしたが、今年度は感染防止対策をしな
がら松山市で開催いたします。どうぞお気軽にお越しくださ
い。なお、この誌面をもちまして愛媛支部同窓会のご案内と
させていただいております。会員の皆様とお会いできますこ
とを楽しみにしております。

支部長　浅尾　美津子◆愛媛支部

　関東支部の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
　今年も支部総会は開催できませんが、9月3日（土）に久しぶり
に役員会をもち、これから少しでも支部をより良く発展する為に
話し合い、アンケートを往復葉書で出させていただく事になりま
した。多くの方に沢山いろいろなご意見をいただきたいと思いま
す。お忙しいと思いますが、是非ご返信を宜しくお願い致します。

支部長　佐竹　志津◆関東支部◆関東支部

　さわやかな秋日和が続き、心地よい季節を迎えました。同
窓生の皆様いかがお過ごしでしょうか。
　令和2年度に続き、3年度の中部支部同窓会も新型コロナウ
イルス感染症のため、やむなく中止させて頂きました。
　色々計画を立て、皆さんに楽しんで頂こうと思っていまし
たのにとても残念です。同窓会に出席して頂いた方に毎年恒
例になっているドクダミの化粧水をお渡しすることができず
とても残念です。
　今年度は我が家のタンスに眠っていた古布を使ってコー
ヒーカップのコースターを作ってみました。令和4年度の同窓
会でお渡しできることを願って同窓会のご案内をいたしま
す。
　4年度の同窓会は例年よりも1時間ほど早めて、豊臣秀吉・
織田信長など多くの戦国武将とゆかりの深い町・1年を通じ
て、何気ない日常が楽しい町・「津島」を散策して頂こうと
計画しております。
　県外の方も大歓迎です。遠方の方は宿泊（無料）もできま
す。会報をごらんになりましたら下記に電話頂ければ詳しく
ご案内いたします。
　年に１度、元気な顔
を見せ、近況を報告し
あったり、思い出話に
花を咲かせたりと楽し
いひと時を過ごしませ
んか。一人でも多くの
方の参加をお待ちして
います。

支部長　河上　多津子◆中部支部

●日　時　令和4年10月15日（土）11時～
●場　所　愛知県津島市下切町高橋34（河上邸）
●会　費　2,000円（食事代・写真代など)
●連絡先　河上多津子（旧姓徳弘）
●ＴＥＬ　0567-28-2458
●締　切　令和4年10月８日（土）

令和4年度　中部支部総会

　同窓生の皆さま、お元気ですか。コロナが下火になった6月
18日、2年ぶりの評議員会を開きました。皆さん、再会の喜
びにあふれていました。そして、今年こそは同窓会を開催し
たいという熱い気持ちで話し合いました。しかし、その後、
第7波が到来し、7月30日、再度評議員会を開き、検討を重ね
ました。結果は、8月末日のコロナの状況を鑑み、開催の有無
を決定することにしました。コロナ禍が続き、沈んでいる心
を少しでもアップできればと考え、昨年度から企画していた
音楽療法を総会の後、行います。日程等は、下記に掲載して
おりますのでご覧ください。
　尚、昭和38年度から昭和60年度に卒業された方には、ご案
内状等を送付させて頂きます。経費削減のため、その他の卒
業生には、直接ご案内を差し上げませんがご了承ください。
この紙面をご覧になり、参加して頂ければありがたいです。

【香川支部同窓会のご案内】
　日　時　令和4年11月26日（土）
　　　　　11時～14時
　場　所　リーガホテルゼスト高松　
　内　容　総会・懇親会
　　　　　講演「音楽療法で心身を健康に！」
　　　　　講師　音楽療法士　栗田京子さん
　　　　　　　（昭和48年度卒業生）
　注…コロナ拡大の状況で、中止になる場合があります。

支部長　藤根　直身◆香川支部

支部長　溝口　昌子◆北九州支部

　同窓会南九州支部の会員の皆様いかがお過ごしでしょう
か。平素は同窓会活動にご協力・ご支援いただきまして誠に
ありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の支部
総会も開催することができませんでした。年に一度の皆様と
のコミュニケーションで元気をもらったり同窓生の絆を感じ
たりしたかったです。
　大変残念ですが、次
年度こそ皆様と楽しい
ひと時を過ごせるよう
に願います。どうぞお
身体に気をつけてご自
愛ください。

支部長　徳永　由紀子◆南九州支部

●日　時　令和4年11月27日（日）11時～15時
●場　所　「セントコア山口」山口市湯田温泉3-2-7
　　　　　TEL：083-922-0811
●会　費　3,000円（昼食代）
　　　　　・お子様同伴の方は、お一人につき食事代が
　　　　　　1,500円追加となります。
　　　　　・温泉に入浴も出来ます。
　　　　　・本年度の支部会費未納の方は、当日
　　　　　  年会費1,000円を一緒にお支払いください。
●連絡先　一木美津子　TEL：080-5617-0118
●締　切　令和4年11月17日（木）

令和4年度　山口支部総会

　新型コロナ感染対策を講じながら通常の生活が少しずつ戻っ
て来ていますが、ロシアのウクライナ侵攻により世界情勢が大
きく変化し、家計を苦しめる円安や物価高騰、会員の皆様も心
痛の日々を過ごされているのではないでしょうか。
　山口支部では、新型コロナ感染拡大を受けて、この2年間支部総
会は「書面開催」となりましたが、昨年度の書面議決につきまし
ては、本年1月末に資料を郵送し、全ての議案について承認をいた
だくことが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。
　さて、本年度の山口支部総会につきましては、下記の日程で
感染対策を万全に尽くしながら開催を予定していますので、会
員の皆様の多数のご参加をお願いいたします。新型コロナ感染
状況によっては、急遽会場での開催を中止することもあるかと
思います。その際は、本部の同窓会ホームページで連絡させて
いただきますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。
　収束の見えないコロナ禍、世界情勢の変化、暴力で訴えよう
とする心の歪みから
の悲しい事件、近年
の状況に心が痛みま
す。１日も早く平穏
な日々が戻ることを
願いながら明るく心
豊かに乗り切りたい
ものです。

支部長　一木　美津子◆山口支部

　会員の皆様、お変わりありませんか。
　日常生活は、落ち着きが感じられるようになりましたが、
感染の拡大は、増加と減少を繰り返し、現在は第7波に入ろう
としています。このような事から、今年度の総会も開催は難
しいと判断しました。
　今後については、役員と相談しながら前に進んでいけたら
と思っております。
　良いお知らせができる時まで、どうかお元気でお過ごしく
ださい。

支部長　藤井　美保◆岡山支部

書面開催の書類の封緘作業（支部役員4名）
（令和4年1月山口県セミナーパークにて）

関東支部のみなさん

9月にお送りしました「アンケート」への回答をよろしくお願いしま

す。皆さんにご意見を頂き、これからの支部総会を楽しい会にし

ていきたいと思います。

皆さんも次回の支部総会には是非参加してくださいね。

初めての方も大歓迎です。お待ちしています !
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　大学IRコンソーシアムでは、能力や知識に関する20の能力（以下、「能力」）について、毎年度、在校生、卒業生それぞれに以下の項目に
ついてアンケート調査を行っています。
　在校生 : 入学時と比較した能力の変化の程度（以下、「能力変化度」）
　卒業生 : 卒業後の社会経験を踏まえ、大学在校中にその能力を身に付ける重要性（以下、「能力重要度」）
　　　 　　（※「卒業生調査」本学 : 卒後5年目のみ、IR加盟大学 : 5年目、10年目、15年目を調査対象）
　調査結果のうち、卒業生が「能力重要度調査」において「重要」または「どちらかといえば重要」と回答した割合及び在校生が「能力変化度調
査」において「大きく増えた」または「増えた」と回答した割合を肯定的回答として集計しています。図１は、2021年度に実施したIR加盟大学の

「能力重要度調査」の肯定的回答率が高い能力順に並べ、2020年度と2021年度の本学及びIR加盟大学の調査結果を図示したものです。
検証結果
【能力重要度についての経年変化】
　IR加盟大学（赤線破線・赤線実線）…経年変化はほぼ見られない。（卒業後5年目のみの経年変化も同様）
　本　　　学（青色破線・青色実線）…2021年度に「L・Q」を除いたすべての能力で肯定的回答率が低下。
　本学卒業生は、在学中に能力を身に付ける重要性について多くの能力で肯定的に評価する割合をこの1年で低下させている。
【能力変化度についての経年変化】
　IR加盟大学（橙色破線・橙色実線）及び本学在校生（緑色破線・緑色実線）ともに凸凹はあるが、経年変化はほぼみられない。
【能力変化度と能力重要度の比較】
　本学卒業生の能力重要度（青色実線）…19能力中17の能力が、在校生の肯定的回答率より4～36ポイント高い。
　本学在校生の能力変化度（緑色実線）…「C」は卒業生の肯定的回答率を2年連続で上回っている。
　肯定的回答率を見る限り、多くの能力について、卒業生が重要と考えているほどには、在校生は能力を伸ばしていない。特に「N・
G・R・L・F・P」では、20ポイント以上差があり、この傾向はIR加盟大学（赤色実線・橙色実線）でより顕著に見られる。別の観点から見ると、
IR加盟大学全体として卒業生は社会に出て、改めてこれらの能力の重要性を認識したと言える。
【能力重要度について本学卒業生とIR加盟大学卒業生との比較】
　本学卒業生（青色実線）とIR加盟大学の卒業生（赤色実線）を比較すると、19の能力のうち15の能力の肯定的回答率が本学卒業生は
低く、特に、「O・P・S・I・M」については、10ポイント以上下回っている。一方で、「C・D・K・J」の肯定的回答率は高く、特に「C」については、7.3
ポイントIR加盟大学を上回わっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四国大学教育支援課 IR推進室）

　本学では、教育の効果を明らかにするとともに教育に関する評価や要望を把握するため、卒業後５年目の卒業生を対象に「卒業生調査」
を行っています。この調査は、本学及び全国の主な国公私立大学64校（国立8大学・公立9大学・私立47大学、以下、「IR加盟大学」）が加盟
している「大学IRコンソーシアム」が実施するアンケート調査の一環で、調査結果について、他大学との比較検証を行うなど、本学の教育
研究活動の改善、充実に繋げています。今年度調査にご協力いただいた卒業生の皆様、誠にありがとうございました。

　人生100年時代においては、人々がどのような活力をもって時代を生き抜くかが大きなテーマとなっています。こうした中、誰も
が生涯にわたって意欲を持って学び、スキルを身に付け活躍していく、また学び続けて知識と知恵をアップデートし続ける社会が求
められています。
　四国大学では、地域・社会とともに歩む大学として、今回、これから社会で必要とされる分野をターゲットに「社会人キャリア
アッププログラム」を実施することとなりました。
　このプログラムは、社会経験があり意欲のある人を、もう一度本学で学び直し最新の知識と技術を身に付け、地域社会で活躍でき
ることを目的としています。このため、社会人が学びやすいような工夫を行い、卒業時には一人ひとりの希望を基に満足感の得られ
るような就職支援を行ないます。
　卒業生の皆様のチャレンジをお待ちしています。
　キャリアアッププログラムの一覧と入学試験の日程は次のとおりです。

　詳しくは、「社会人キャリアアッププログラム2023入学案内」をご覧ください。
　プログラムについてのお問い合わせは
　　四国大学広報課　TEL.0120－65－9906

 2021年度大学IRコンソーシアム卒業生調査
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図1．卒業生の能力に対する重要度の認識と在学生の当該能力獲得の程度

2021年度本学卒業生調査(n:76) 2020年度本学卒業生調査(n:120) 2021年度本学在学生調査(n:2,664)

2020年度本学在学生調査(n:2,607) 2021年度IR加盟大卒業生調査(n:4,378) 2020年度IR加盟大卒業生調査(n:4,675)

2021年度IR加盟大在学生調査(n:77,978) 2020年度IR加盟大在学生調査(n:80,193)

●卒業生アンケート ●四国大学 社会人キャリアアッププログラムのご案内

◆ 社会人キャリアアッププログラム一覧

◆ 入学試験の日程
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 区分 プログラム名 募集
人数 受け入れる社会人 実施学部・学科

１ ICT 技術者養成
プログラム

５人
程度

 ・IT・情報技術を基盤とし、地域経済社会で
　必要とされる者

経営情報学部 
経営情報学科
メディア情報学科

２ 教育文化高度人材
養成プログラム

５人
程度

 ・我が国のグローバル化による外国人の受入
　に伴う日本語教育に携わりたい者
 ・長寿社会において、人生の生きがいとなる　
　仕事を続けるため専門的な知識・技術を身
　に付けたい者  

文学部
日本文学科
書道文化学科 
国際文化学科

３ ライフスキル
プログラム

５人
程度

 ・社会人として自らに自信を持ち、地域社会
　や職場環境に適合しつつ、組織の中で協調
　して働くことができる者 

短期大学部
ビジネス・コミュニケー
ション科

４ 食品ビジネス人材
育成プログラム

５人
程度

 ・地元食品関連企業・食品流通業で必要とさ
　れる者

短期大学部
人間健康科
食物栄養専攻

５ 保育士養成サポート
プログラム 20人  ・保育士の資格をとり子供の成長とともに歩

　む保育士の仕事に携わりたい者
短期大学部
幼児教育保育科

６ 介護福祉士人材
育成プログラム

約20人
程度

 ・現在離職者で徳島県の支援を受けて介護福
　祉士の資格をとり、介護職の仕事に携わり
　たい者   

短期大学部 
人間健康科
介護福祉専攻

 社会人キャリアアップ特別入試日程

区分 出願期間 試験日 合格発表

Ⅰ期 令和 4 年 
　　11 月 11 日（⾦）〜 12 月２日（⾦）

令和 4 年 
　　12 月 10 日（土）

令和 4 年
　　12 月 20 日（火）

Ⅱ期 令和５年 
　　３月 2 日（⽊）〜 3 月 13 日（月）

令和 5 年
　　３月 18 日（土）

令和 5 年
 　　3 月 23 日（⽊） 
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　　　 　　（※「卒業生調査」本学 : 卒後5年目のみ、IR加盟大学 : 5年目、10年目、15年目を調査対象）
　調査結果のうち、卒業生が「能力重要度調査」において「重要」または「どちらかといえば重要」と回答した割合及び在校生が「能力変化度調
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　本学卒業生は、在学中に能力を身に付ける重要性について多くの能力で肯定的に評価する割合をこの1年で低下させている。
【能力変化度についての経年変化】
　IR加盟大学（橙色破線・橙色実線）及び本学在校生（緑色破線・緑色実線）ともに凸凹はあるが、経年変化はほぼみられない。
【能力変化度と能力重要度の比較】
　本学卒業生の能力重要度（青色実線）…19能力中17の能力が、在校生の肯定的回答率より4～36ポイント高い。
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　肯定的回答率を見る限り、多くの能力について、卒業生が重要と考えているほどには、在校生は能力を伸ばしていない。特に「N・
G・R・L・F・P」では、20ポイント以上差があり、この傾向はIR加盟大学（赤色実線・橙色実線）でより顕著に見られる。別の観点から見ると、
IR加盟大学全体として卒業生は社会に出て、改めてこれらの能力の重要性を認識したと言える。
【能力重要度について本学卒業生とIR加盟大学卒業生との比較】
　本学卒業生（青色実線）とIR加盟大学の卒業生（赤色実線）を比較すると、19の能力のうち15の能力の肯定的回答率が本学卒業生は
低く、特に、「O・P・S・I・M」については、10ポイント以上下回っている。一方で、「C・D・K・J」の肯定的回答率は高く、特に「C」については、7.3
ポイントIR加盟大学を上回わっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四国大学教育支援課 IR推進室）

　本学では、教育の効果を明らかにするとともに教育に関する評価や要望を把握するため、卒業後５年目の卒業生を対象に「卒業生調査」
を行っています。この調査は、本学及び全国の主な国公私立大学64校（国立8大学・公立9大学・私立47大学、以下、「IR加盟大学」）が加盟
している「大学IRコンソーシアム」が実施するアンケート調査の一環で、調査結果について、他大学との比較検証を行うなど、本学の教育
研究活動の改善、充実に繋げています。今年度調査にご協力いただいた卒業生の皆様、誠にありがとうございました。

　人生100年時代においては、人々がどのような活力をもって時代を生き抜くかが大きなテーマとなっています。こうした中、誰も
が生涯にわたって意欲を持って学び、スキルを身に付け活躍していく、また学び続けて知識と知恵をアップデートし続ける社会が求
められています。
　四国大学では、地域・社会とともに歩む大学として、今回、これから社会で必要とされる分野をターゲットに「社会人キャリア
アッププログラム」を実施することとなりました。
　このプログラムは、社会経験があり意欲のある人を、もう一度本学で学び直し最新の知識と技術を身に付け、地域社会で活躍でき
ることを目的としています。このため、社会人が学びやすいような工夫を行い、卒業時には一人ひとりの希望を基に満足感の得られ
るような就職支援を行ないます。
　卒業生の皆様のチャレンジをお待ちしています。
　キャリアアッププログラムの一覧と入学試験の日程は次のとおりです。

　詳しくは、「社会人キャリアアッププログラム2023入学案内」をご覧ください。
　プログラムについてのお問い合わせは
　　四国大学広報課　TEL.0120－65－9906

 2021年度大学IRコンソーシアム卒業生調査
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図1．卒業生の能力に対する重要度の認識と在学生の当該能力獲得の程度

2021年度本学卒業生調査(n:76) 2020年度本学卒業生調査(n:120) 2021年度本学在学生調査(n:2,664)

2020年度本学在学生調査(n:2,607) 2021年度IR加盟大卒業生調査(n:4,378) 2020年度IR加盟大卒業生調査(n:4,675)

2021年度IR加盟大在学生調査(n:77,978) 2020年度IR加盟大在学生調査(n:80,193)

●卒業生アンケート ●四国大学 社会人キャリアアッププログラムのご案内

◆ 社会人キャリアアッププログラム一覧

◆ 入学試験の日程
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　会員の皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

平素は同窓会活動にご協力いただきありがとうございます。

　近頃は信じられないほどの出来事や事象が起きています。

在宅時間が多くなっている中、「和の心」と「おもてなし」に

ついて改めて考える機会を得ることができました。「和の心」

は、聖徳太子の「和の精神」が礎となった言葉で、人を敬い、

礼儀正しく思いやりをもって接し、自然を敬う心を持つこと

だと認識しています。日常生活の中に五感を研ぎ澄まして、

季節の移ろいを愛でることもあります。「おもてなし」は、古

くから日本人の心に宿ってきた精神として関心がもたれてい

る言葉であり、東京オリンピック誘致のためのIOC総会でのプ

レゼンテーションで用いられたことで話題となりました。ど

ちらも日本文化の良さを象徴するものとして、大切にしたい

ものです。

　さて、昨年度の四国大学同窓会総会は、コロナ禍の影響に

より、オンラインによる遠隔会議にて開催いたしました。今

年度も、社会の状況に鑑み、遠隔での実施とさせていただき

ます。本部事務局は新会員を迎え、一部役員交代と新体制で

運営しています。同窓会活動を通してタテ・ヨコの繋がりを

広げ、絆を持続できるように努める所存です。そのためには、

和の心とおもてなしをもって取り組むことが必要だと再認識

しました。相互のコミュニケーションをとることで、相手を

思いやる気持ちや信頼関係を築くことはもちろん、相手に対

する心遣いを高め、もてなしの精神を大切にすることは、同

窓会活動を円滑にし、人と人の輪を広げることに繋がるので

はないでしょうか。

　同窓会では、来たる学園創立100周年記念事業に向けて、

母校や関連部署と連携して準備に取りかかっています。会報

やホームページ等で情報発信を心がけてまいります。同窓会

が友好と交流の場になるよう、おもてなしの心をもって対応

したいと存じます。会員の皆様のご意見をお聞かせいただけ

れば幸いです。

　また、同記念事業を迎えるにあたり、活動の基盤である同

窓会名簿を更新するため、名簿動向調査を実施します。適正

な管理のもと作業を進めてまいりますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、同窓会は今後も会員相互の親睦と母

校の発展のために事業発展を期してまいります。心温まるお

もてなしで同窓生の繋がりが深まり、同窓会が卒業生の心の

よりどころとなることを願っています。そして、平穏な生活

に戻れる日々となり、皆様にお目にかかれることを楽しみに

しています。

大切にしたいもの
同窓会会長 松　永　満 佐 子

会長挨拶

理事長・学長挨拶

同窓会本部・委員会報告、Information

支部だより

卒業生アンケート

社会人キャリアアッププログラムのご案内

各支部会費払込先一覧
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●各支部会費払込先一覧

元号卒業年　－　卒業月　－　学科名　（Ｓ＝昭和・Ｈ＝平成・R＝令和)  －（03or09or10)  －（学科コード）
＊例：昭和63年10月　国語国文学科国文学コースの卒業生はＳ63－10－11　＊例：平成8年3月卒業　児童教育科幼児教育専攻の卒業生はＨ08－03－71
＊例：平成12年９月　文科国文専攻の卒業生はＨ12－09－50　＊例：令和２年３月　音楽科の卒業生はR02－03－80

お手数ですが振り込み用紙のご依頼人氏名の後に、上記Ⅰの例と同様に数字をお書きください。なお、氏名が卒業時と異なる場合は旧姓を（　)内にお書きください。
＊例：平成26年3月　幼児教育保育科の卒業生は振込人氏名　山田　花子　Ｈ26－03－72（四国）

払込人欄の郵便番号・住所・氏名及び通信欄にはご本人の卒業年月、学科・専攻・コース名、氏名（旧姓）を必ずお書きください。
なお、学科名等については上表にある数字（学科コード)も必ずお書きください。

•支部会費の払い込みは、従来の郵便局に加えて、銀行からの払い込み方法が可能となりました。下記（記入例）を参考にしてください。郵便局は備え付けの振替用紙でお払い込みください。
•ご本人やご友人の氏名、住所等に変更があれば、各支部長又は同窓会名簿作成委員会までご連絡ください。なお、個人情報につきましては、同窓会員の把握及び会報発送以外には使用いたしません。

　四国大学同窓会は、本部をはじめ各委員会、全国15支部を拠点として、毎年度事業計画を立てて活動しています。それぞれの運営予算は会費から成り立っています。終身会
費は卒業年次に、支部年会費は卒業後の各会員所属支部に納めていただいていますので、会費納入についてより一層のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Ⅰ　郵便局からの払い込みの場合
● 記入例

Ⅱ　銀行からの払い込みの場合

大
学
院

専
攻
科

文

　学

　部

家
政
学
部
・
生
活
科
学
部

経
営
情
報
学
部

看
護
学
部

大

　
　
　
　
　学

短
期
大
学
部

学科
コード

学　科
コード

院・
学部等

四国大学大学院・四国女子大学・四国大学

（学科・専攻・コース名）

徳島家政短期大学・四国女子短期大学・

四国女子大学短期大学部・四国大学短期大学部

（学科・専攻・コース名）

加入者名・年会費

銀行の
店名・口座番号

支部名

支部長

徳島支部

土川　弘子

高知支部

岡本ひとみ

香川支部

藤根　直身

愛媛支部

浅尾美津子

山口支部

一木美津子

鳥取・島根支部

中嶋　　滋

岡山支部

藤井　美保

近畿支部

牛田　洋子

広島支部

佐古　静栄

沖縄支部

伊礼　義明

関東支部

佐竹　志津

中部支部

河上多津子

東北支部

大橋左恵子

北九州支部

溝口　昌子

南九州支部

徳永由紀子

四大徳島支部

1,000円

四国大学同窓会高知支部

500円

四国大学同窓会香川支部

1,000円

四国大学同窓会愛媛支部

1,000円

15570－14677061

四国大学同窓会鳥取・島根支部

1,000円

01250－8－1569

00980－8－41814

01370－6－106009

四国大学同窓会沖縄支部

500円

四国大学同窓会関東支部

1,000円

四国大学同窓会北九州支部

1,000円

四国大学同窓会南九州支部

1,000円

18240－6660691

四国大学同窓会中部支部

500円

店　　名：一六九
店 番 号：169
預金種目：当座預金
口座番号：0014348

店　　名：一六九
店 番 号：169
預金種目：当座預金
口座番号：0005587

店　　名：一六九
店 番 号：169
預金種目：当座預金
口座番号：0013861

店　　名：一六九
店 番 号：169
預金種目：当座預金
口座番号：0014444

店　　名：五五八
店 番 号：558
預金種目：普通預金
口座番号：1467706

店　　名：五二八
店 番 号：528
預金種目：普通預金
口座番号：1142979

店　　名：一二九
店 番 号：129
預金種目：当座預金
口座番号：0001569

店　　名：〇九九
店 番 号：099
預金種目：当座預金
口座番号：0041814

店　　名：二〇九
店 番 号：209
預金種目：当座預金
口座番号：0034130

店　　名：〇一九
店 番 号：019
預金種目：当座預金
口座番号：0611036

店　　名：二一八
店 番 号：218
預金種目：普通預金
口座番号：0702591

店　　名：八二八
店 番 号：828
預金種目：普通預金
口座番号：0666069

店　　名：七七八
店 番 号：778
預金種目：普通預金
口座番号：1908006

店　　名：七八八
店 番 号：788
預金種目：普通預金
口座番号：3238594

文科(国語部・国語専攻・国文専攻)

文科(英語部・英語専攻・英文専攻)

ビジネス・コミュニケーション科

家政科被服部・家政科家政専攻(被服コース・服飾コース)

生活科学科生活科学専攻生活科学コース

家政科被服食物部・家政科家政専攻被服食物コース

家政科養護保健部・家政科家政専攻養護保健コース

生活科学科生活科学専攻養護保健コース

家政科(食物部・栄養部・食物栄養専攻)

生活科学科食物栄養専攻・人間健康科食物栄養専攻

家政科(経済部・家政経済専攻）・生活科学科生活経済専攻

家政科経済専攻(経理経営コース・経営秘書コース)

家政科経済専攻(経理情報コース・経営情報コース)

生活科学科生活経済専攻経営情報コース

家政科デザイン専攻・生活科学科生活デザイン専攻

家政科家政専攻社会福祉コース

生活科学科生活福祉専攻・人間健康科介護福祉専攻

児童教育科(初等教育部・初等教育専攻)

児童教育科(保育部・幼児教育専攻)

幼児教育科

幼児教育保育科

音楽科

05

01

02

06

07

08

09

11

12

13

15

17

18

23

25

26

27

31

35

39

37

03

22

20

21

20

50

51

56

61

70

71

72

73

80

60

62

63

66

65

67

経営情報学研究科 経営情報学専攻

経営情報学研究科 経営情報学専攻博士前期課程

経営情報学研究科 経営情報学専攻博士後期課程

文学研究科 日本文学・書道文化専攻

文学研究科 英語文化専攻・文学研究科 国際文化専攻

人間生活科学研究科 人間生活科学専攻

看護学研究科　看護学専攻

生活科学専攻科 養護保健学専攻

生活科学専攻科 児童学専攻

文学部 国語国文学科国文学コース

文学部 国語国文学科書道コース

文学部 英語英米文学科

文学部 日本文学科

文学部 書道文化学科

文学部 英語文化学科・文学部 国際文化学科

家政学部 被服学科

家政学部 家政学科(服飾コース・被服学コース)

生活科学部 生活科学科(被服学コース・生活環境コース)

家政学部 家政学科養護保健コース

生活科学部 生活科学科養護保健コース

家政学部 児童学科・生活科学部 児童学科

家政学部 管理栄養士養成課程・生活科学部 管理栄養士養成課程

生活科学部 生活科学科

生活科学部 養護保健学科

経営情報学部 経営情報学科

経営情報学部 経営学科

経営情報学部 情報学科

経営情報学部 情報ビジネス学科・経営情報学部 メディア情報学科

看護学科

01670－2－14348

01600－3－5587

01690－8－13861

01660－8－14444

四国大学同窓会山口支部

1,000円

15290－11429791

四国大学同窓会岡山支部

500円

四国大学・同短期大学部
同窓会近畿支部
1,000円

四国大学同窓会広島支部

500円

02050－7－34130

00150－6－611036

四国大学同窓会東北支部 
大橋左恵子
1,000円

17840－32385941

郵便局の口座番号


