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講演テーマ
「ことばの力～魅力的な
　 プレゼンテーション～」
日時：10月24日（土）
　　　13時～14時30分
場所：第二講義棟4階7405教室
会費：無料（先着順・申込不要）

堀尾正明氏プロフィール

１９５５年生まれ。埼玉県出身。１９８１年４月から２００８年３月までNHKに

勤務し、アナウンサーとして活躍。現在は、フリーキャスターとしてテレ

ビを中心に様々な分野で活躍中。２０１０年度には、話芸に秀でた人が表

彰される「徳川夢声市民賞」を受賞。旧大宮市出身の縁から埼玉県の魅

力を全国に発信する「埼玉応援団」（愛称：コバトン倶楽部）のメンバー。

■ホームカミングデー懇親会
軽食（オードブル・サンドウィッチ・デザート等とお飲み物）をご用意し

ております。

日時：10月24日（土）15時～16時30分
場所：第二講義棟15階学生ラウンジ
会費：無料

■同日イベント　恒例となりましたＦＭ ＮＡＣＫ５の公開放送と旬なアーティストを迎えてのコンサートも併せてお楽しみください。

■トピックス
駿輝祭史上初めてとなる、卒業生（法学部・２００２年卒）による模擬店を

出店します。「チームLL（９８）」の団体名で参加しますので、乞うご期待！

　同窓生のみなさん、毎年駿輝祭の初日に開催しているホームカミングデー

をご存知でしょうか。卒業生と教職員が母校で集い、気軽に楽しいひと時を

過ごしていただく同窓会のイベントです。

　恒例となりました父母会共催の講演会では、今回は堀尾正明氏をお招きす

る予定です。また、講演会の後は懇親パーティを行います。和やかな雰囲気の

中で懐かしい同窓生や教職員との懇談を楽しんでいただければと思います。

是非この機会に、大学時代のお友だちと連絡を取り合って、母校に遊びに来

てください。お子様連れの方も大歓迎です。なお、当日は、ゼミナール展も開催

します。卒業生に投票していただくアンケートの結果により、「同窓会賞」を

選び表彰（副賞付）していますので、後輩のために皆様の投票をお願いします。

　激戦の２０１５年度春季リーグの結果、ハンドボー

ル部と硬式野球部が加盟リーグにおいて、念願の

１部昇格を果たしたことと、陸上競技部が関東イ

ンカレの女子リレーで優勝するなどの躍進を遂げ

たことを祝う会が、去る８月８日（土）、大学会館４

階学生食堂で開かれました。当日は、約２５０名に

のぼる各クラブの学生たちが集う中、中島俊夫同

窓会長はじめ役員の方々もご参加くださり、父母

会、大学関係者とともに、厳しい練習に耐え抜いてきた選手たちを労い、お祝いしました。

　同窓生にとりましても母校の活躍が実感できる素晴らしい結果に、多くの方々から祝福の

ことばをいただきました。

　今後は、さらに高いレベルでの戦いに挑んでいくことになります。後輩たちの挑戦に対し、

今まで以上の応援を是非お願いします。

第29回駿輝祭のご案内
10月24日（土）・25日（日）飯能キャンパスにて開催

堀尾正明氏講演会

昨年度の懇親会

★ＦＭ ＮＡＣＫ５ ヒッツ・ザ・タウン

　日時：１０月２４日（土）１２時５５分～１７時５５分

　場所：講義棟１階　３１０１教室

　※ゲスト等の詳細は決定次第、大学ホームページ等
　　でご案内します。

★コンサート Live in Syunki Fes ２０１５

　日時：１０月２４日（土）１７時～（開場１６時～）

　出演アーティスト：MY FIRST STORY（マイ・ファースト・ストーリー）

　オープニングアクト：ANOTHER STORY（アナザー・ストーリー）

　場所：体育館２階

お問い合わせ
駿輝祭実行委員会コンサート部
０４２-９７２-１１６９
受付時間：月～金／１２：４０～１７；００
※駿輝祭のイベント情報は、特設サイト
　http://syunki.sakura.ne.jpで
　ご確認ください！



＜総　会＞　

　５月３０日（土）、開催場所

を３年ぶりに都心の京王プラ

ザホテルに移し、２０１５年度

の同窓会総会・懇親会を開催

しました。当日は、１５時より

総会を始め、まず、同窓会名

誉顧問であり、本年４月から

学長に就任された吉田恒雄新

学長から挨拶をいただきまし

た。

吉田恒雄新学長からのご挨拶

　こんにちは、今年の４月か

ら新たに学長になりました、

吉田でございます。昨年まで

は、学生支援担当の副学長と

いうことで、皆様にはお世話

になりましたが、今後は学長として、いろいろな場面で皆様にお

目にかかり、また、お世話になることも多いと思いますので、ど

うぞよろしくお願いします。本日は、久しぶりの京王プラザでの

総会ということで、都心ですので、たくさんの同窓生の方々に来

ていただけるのではないかと、私も楽しみにしておりました。

　さて、皆様からは、日頃より本学の学生の支援や、教育その他で

多大なご支援ご協力を頂きまして、この場をお借りして御礼申し上

げます。皆様のご支援ご協力によりまして、学生も毎日充実した学

生生活を送れているという状況でございます。今日は、その一端な

ど、また皆様への御礼も含めて、簡単にご紹介させていただきます。

　同窓会の皆様からは、まず、財政的な面で多大のご協力をいた

だいております。昨年は、卒業寄附として、陸上競技部から申請

のありました、心拍数の測定器と血中乳酸測定器を寄付していた

だきました。早速、陸上部では５月に行われました関東インカレで、

女子の４×１００mリレーで優勝、男子の４×４００mリレーでは２位

に、女子の１００m、２００mではそれぞれ２位、３位に入賞するなど、

輝かしい成績を残し、皆様からのご協力が実ったものと思ってお

ります。

　また、本学の中期計画でありますグランドデザインに関連して、

各学部の志願者募集に繋がるような印刷物に対するご援助、施設

の改修という面では、１４階会議室の音響設備やプロジェクターを

新しくしていただきまして、大変使いやすくなり、十分活用させ

ていただいております。

　ここで、大学の現状に少し触れますと、新入生確保の点では、他

大学との競争が激しいことや理系人気が未だ根強いことなどから苦

戦していますが、就職率に関しては、今年は大変良い成果を上げる

ことができ、最終的な就職率として９割を超えることができました。

特に、本学の特徴としては、正規社員の雇用に結びついているとい

う点が、大変意味のあるところかと思いますし、また、留学生の就

職も様々なご支援のもとに、良い結果が出ております。

　さらに、昨年度は、外部評価である大学基準協会による認証評

価を受け、地域との連携という点が高く評価されました。これま

で入間市をはじめとして、飯能市、そして今年度から新たに日高

市と協定を結びまして、埼玉県西部の複数の自治体と連携を持つ

ことができました。特に、飯能市については、飯能市の寄附講座

として、「地域行政と法」を法学部の授業の中に設け、飯能市の職

員の方が講師として来てくださり、また、大学院の授業には、飯

能市の職員の方が受講生として学びに来てくださっているという、

教育の面でも交流が進展している状況であります。

　スポーツの面では、今年は、大変良い状況になっております。

現在、入学生でいえば、スポーツ関係で入学する学生の割合が

１３％以上になっております。この前の学生調査の中でも、サーク

ルに所属している学生の割合が増えていたり、授業が終わった後

にも大学に残る学生の割合が増えてきたりと、スポーツ系の学生

が増したことで、良い傾向になっているかと思います。ホッケー

部では、ハードルが高い日本リーグに今年から参戦することがで

きました。野球部では、今年は早くも２部優勝を決め、６月に入っ

てすぐ入替戦になりますが、今年こそは１部への昇格ということ

を十分望めるところまで来ています。次に、ハンドボール部ですが、

今まで、何度も挑戦し跳ね返されてきましたが、新たな体制のも

とで念願の１部昇格を決めました。加えて、これまで強豪であり

ましたカヌー部、剣道部も引き続き良い成績を上げており、今後

も皆様に喜ばしい結果をお伝えすることができるのではないかと

思っています。

　皆様のご支援によりまして、スポーツを始めとして、学生たち

が大変充実した生活を送れており、また、勉学の面でも集中でき

るような環境が整いつつあります。今年度も引き続き、皆様のご

支援ご協力をお願いしたいと思っております。

　また、同窓生の皆様におかれましては、人生の先輩として、在

学生に対する精神面での支援なども是非お願いしたいと思います。

長野県出身の私のゼミ生で、在学中から長野支部の皆様に可愛がっ

ていただき、無事ＪＡに就職した学生がおりますが、本人も大変

喜んでおりました。このような例からも、在学中からも皆様と交

流が図れると、学生たちの力にもなろうかと思いますので、是非

ご協力いただければ幸いです。

　今後も同窓生の皆様には、同窓会を通じて様々なご意見または

ご要望をいただければと思います。大変難しい状況にある中で、

本学を愛してくださる同窓生の皆様の貴重なお言葉をお待ちして

おります。私たちも、真摯にその言葉を受け止めて、大学の改善

に繋げていきたいと思っていますので、これからもどうぞよろし

くお願いいたします。以上、簡単ではありますが、挨拶とさせて

いただきます。

　

　引き続き、各議題の審議に入り、以下のとおり承認されました。

１.同窓会会則の改正

　同窓会会則第６条が次のとおり改正されました。

2015年度同窓会総会次第

1.名誉顧問挨拶

2.議事

　・同窓会会則の改正について

　・2015年度役員について

　・2014年度事業報告及び
　　収支決算報告について

　・2014年度監査報告

　・2015年度事業計画及び
　　収支予算案について

2015年度 同窓会総会・懇親会開催報告

新 旧

第６条　役員は、次の方法に
よりこれを選出する。

第６条　役員は、次の方法に
よりこれを選出する。

（１）変更なし

（１）会長、副会長、会計、委員
及び会計監査は、役員会にお
いて正会員の中から委嘱し、
総会の承認を求める

（２）幹事は、駿河台大学同窓会
事務局長及び特別会員の中か
ら役員会において委嘱する

（２）幹事は、駿河台大学キャリ
アセンター事務部及び学生支
援部の中から委嘱する



懇親会集合写真

吹奏楽部による演奏

２.2015年度役員について

　次のとおり役員が変更されました。（太字が新任）

３.2014年度事業報告及び決算報告について

　① ２０１３年度卒業生から大学への卒業寄付：陸上競技部より申請

があった「心拍数測定器」と「血中乳酸測定器」を寄付。

　② 総会、懇親会、ホームカミングデーの実施：ホームカミングデー

に合わせ、タレントの「ルー大柴」氏を招き講演会を開催。

　③ 同窓会寄附講座：「インターンシップⅠ」「森林文化実習」「ま

ちづくり実践」の３講座を同窓会より寄付。

　④ オリンピック出場選手への援助：ソチ・パラリンピックに出

場し、金・銅メダルを獲得した鈴木猛史選手（文化情報学部・

２０１１年卒）に祝い金を贈呈。

　⑤ グランドデザイン支援：大学が５ヶ年計画で進めている中期計

画（グランドデザイン）の実現に向けた新入生確保、就職率や

学生満足度向上の取組みに対する支援。

などを、主な実施事業として、会員相互の親睦と母校発展に寄与

する活動を行いました。詳細は同窓会ホームページをご覧ください。

４.2015年度事業計画及び収支予算案について

　前年度実施した事業を継承しつつ、引き続き母校のグランドデ

ザイン実現に向けた支援に取り組んで参ります。詳細は同窓会ホー

ムページをご覧ください。

＜懇親会＞

　総会終了後、１７時より、懇親会を開催しました。遠方の北海道、

新潟県、長野県の各支部会長もご参加くださり、また、吹奏楽部

の学生には日頃の成果を披露してもらい、盛大かつ楽しいひと時

でした。来年も同窓生の皆さんが交流を図れますよう、大勢の参

加をお待ちしています。

役  職 氏    名 卒業年 学部
会　長 中島　俊夫 ９５年卒 法学部

副会長
桐生　岳 ９３年卒 法学部
新井　克明 ００年卒 文化情報学部

会　計
渡部　成人 ９７年卒 法学部
飯塚小姫子 ０１年卒 文化情報学部

会計監査
長嶋　亮吉 ９５年卒 経済学部
朝田　淳 ０３年卒 文化情報学部

委　員

冨岡　勇哉 ９２年卒 法学部
廣瀬　尚 ９３年卒 法学部
市川　紀子 ９５年卒 法学部
森沢　克啓 ９７年卒 法学部
三枝　桂子 ０６年卒 現代文化学部
舩津丸　仁 ０６年卒 経済学部
岡部　浩一 ０８年卒 経済学部
引木　智徳 １４年卒 現代文化学部

役  職 氏    名 所属

幹　事

大貫　秀明 副学長（学生支援担当）
大森　一宏 副学長(教務担当）
本池　巧 副学長(就職担当）
長谷川裕寿 副学長(入試広報担当）
雷　　光一 キャリアセンター事務部長
木村　得朗 学生支援部長
小山　知周 同窓会・父母会事務局長

新役員紹介
１．今のお仕事は？
　公認会計士の資格を取得し、監査法人にて上場支援業務に従事していま

す。もともと上場支援業務に興味があり、前職の広告代理店においては自

社の上場業務を行い、無事に上場を果たすことができました。

　現在の仕事は長時間労働となることが多いですが、業界トップの実績を

誇る部署にて働けていることにやりがいを感じています。

２．どのような学生時代でしたか？
　勉強も遊びもバランス良く過ごしていました。入学当初は簿記の「ボの字」

も知らない状況でしたが、久持英司先生の簿記原理の講義を受けたことや、

講師をされていた公認会計士の先生に憧れたことなどから、現在の仕事に

興味を持ちました。

　また、小林秀行先生のゼミでは会計学はもちろん

のこと、飲み会の席にて社会人としてのマナーをご

指導いただけたことに今でも大変感謝しております。

３．同窓会員に向けて一言
　大学乱立と少子化に伴う「大学全入時代」を迎え、学校運営においては先

行きの不透明な状況が続いています。

　駿河台大学においては開学３０年にむけて「グランドデザイン」を策定し、

数々の施策を実施中です。その中において同窓会の果たす役割は小さくな

いと考えております。「一般事業会社の経営ノウハウを大学運営に取り入れ

る」ことを私の職責として考え、微力ながら、駿河台大学の発展に尽力を致

す所存でございます。

今年度より、舩津丸　仁さん（ふなつまる　じん／経済学部・2006年卒）を役員に迎え、
同窓会の発展に力を発揮していただくことになりました。



駿河台大学同窓会ホームページ　http://www.surugadai.ac.jp/dousou/index.html

　北海道、新潟、長野、福島に続く支部会となる「山梨支部会」が、去

る９月１２日（土）に甲府市内の会場で発足総会を開催しました。

　当日は、山梨県内在住の同窓生が集い、加えて、ご多忙の中を長野支

部会の役員もご出席くださり、支部会発足を祝福していただきました。

窓口での申し込み

　証明書自動発行機（第二講義棟正面入り口を入って左手）で、必要通

数分の手数料（１通２００円）の申請書を購入後、必要事項を記入し、学生

支援課窓口に提出してください。即時発行いたします。

※免許証・健康保険証等の身分証明書をご提示ください。

※ 受付時間：９時～ １７時（月～土）。入構制限日等のために発行できな

い日があります。同窓会ホームページでご確認ください。

郵送での申し込み

　同窓会ホームページより証明書申込用紙を印刷し、必要事項を記入の

上、手数料と返信用郵送料を合わせた額の切手及び身分証明書のコピー

を同封し、下記までご郵送ください。

郵送先：〒３５７-８５５５ 埼玉県飯能市阿須６９８

　　　　駿河台大学学生支援課　〇〇学部担当

※○○は卒業学部。「証明書申込書在中」と朱書してください。

　２０１５年度同窓会総会で承認されました、グランドデザイン支援に関

する予算を充て、大学から要請がありました大学会館４階学生食堂と第

二講義棟入口の学生ラウンジのテーブル・椅子を更新します。

　写真はイメージです

が、白いテーブルとカ

ラフルな椅子を使い、

明るい雰囲気作りを目

指しています。ホーム

カミングデーにお越し

の際に是非ご覧くださ

い。

報告／ １９９８年　法学部卒業　吉田将卓

　２０１５年３月２８日（土）に、千葉県の一の宮カントリー倶楽部にて、第

３４回ゴルフ部ＯＢコンペを開催致しました。早春の心地よい気候の中、

卒業生８名、そこに顧問の松平先生と現役生３名にも参加をしてもらい、

合計１２名にて相互の懇親を深めることができました。

　現在、ゴルフ部OB会には約８０名の卒業生がおります。卒業生相互の

懇親を目的に年２回（春・秋）のゴルフコンペを開催し、さらに現役ゴル

フ部員の有志にも参加をし

てもらう事で交流を深めて

おります。

　仕事の都合や現住所の関

係で参加ができない卒業生

も多くおりますが、今後も

ゴルフ部のOB・OGに声を

かけ、継続的に開催してい

きたいと思います。

駿河台大学貸与奨学生の方

　毎年１１月頃に、本学よりご登録住所に「勧奨状」をお送りしています。

その後、振込用紙をお送りしますので、１２月末日までに返還金の納入

をお願いいたします。

日本学生支援機構奨学生の方

　奨学金の返還は、卒業した年の１０月２７日（金融機関の休業日の場合は

翌営業日）から、月賦返還または月賦・半年賦併用返還により行われます。

ただし、奨学金の返還が経済的に困難になった場合は、「奨学金返還期

限猶予願」もしくは「奨学金減額返還願」を日本学生支援機構に提出し、

必ず手続きをしてください。各手続の詳細については日本学生支援機構

のホームページをご覧いただくか、奨学金返還相談センターにご相談く

ださい。

　同窓生の皆さん、ご存じだったでしょうか。母校では、同窓生のお子

さんやご兄弟姉妹が入学される場合、入学金（２５万円）を全額免除する

制度があります。お子様や、ご兄弟姉妹が大学進学を考えていらっしゃ

る方は是非利用してください。

※詳しくは、同窓会ホームページをご覧ください。

　駿台グループには幅広い分野の全日制専門学校があります。高校卒業

生はもちろん、近年は本当になりたい自分をめざして大学生や社会人か

ら進路変更する方も多く入学しています。もし身近に将来の進路を検討

している方がいればぜひご案内ください。なお同窓生の方には「駿台グ

ループ学費減免特典」も用意されています。

○駿台電子情報＆ビジネス専門学校＜ＩＴ・コンピュータ＞  東京・御茶ノ水

○駿台外語＆ビジネス専門学校＜通訳・留学＞　　　　 東京・御茶ノ水

○駿台トラベル＆ホテル専門学校＜ホテル・観光サービス＞ 東京・巣鴨

○駿台法律経済＆ビジネス専門学校＜公務員・法律資格＞東京・御茶ノ水

○駿台観光＆外語ビジネス専門学校＜語学・観光サービス＞ 大阪・豊中

※詳しくは、同窓会ホームページをご覧ください。

「山梨支部会」が発足しました！

卒業証明書・学業成績証明書の発行について

学生の生活環境整備への協力

ゴルフ部OBコンペを開催

駿河台大学貸与奨学生・日本学生支援機構奨学生の方へ

卒業生子弟への学費支援

駿台専門学校グループのご紹介

同窓会事務局より


