
　2022年1月2日（日）・3日（月）に開催された第98回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に出場
した駅伝部は、往路20位、復路15位となり、総合19位でゴールしました。
　何より選手たちが一番の目標としていた東京・大手町から箱根・芦ノ湖間の全10区間を一本の襷で
つなげる夢が叶いました。平成以降の初出場10校で繰り上げスタートとならずに襷をつなげることが
できたのは４校目です。
　特に、総合記録が大会新記録となる高速レースの今大会においては、その価値が一層高まりました。
　この2日間、テレビをはじめ各メディアを通じて、選手・部員・関係スタッフにたくさんのあたた
かい応援をいただき、ありがとうございました。また、ご寄付を賜りました皆様にも改めて御礼申し
あげます。
　今後とも、駅伝部および本学部活動への応援をよろしくお願いいたします。
　同窓会からは、この快挙を祝し、駅伝部の更なる強化と活躍を支援するため、2021年11月13日（土）
開催の同窓会役員会において『箱根駅伝応援募金』へ500万円を寄付することを決議いたしましたので、
皆様にお知らせいたします。

　本学駅伝部は陸上競技部長距離部門として活動ののち、2011年度よ
り駅伝部として発足しました。徳本監督指導の下、今年で10年目を迎え、
チームでの箱根駅伝出場を目標に掲げ、練習に励んできました。近年の
箱根駅伝に対する盛り上がりの中で、本学駅伝部も着実にタイムアップ
を重ね、ここ数年は本選出場を射程圏内に捉える位置をキープしていま

した。そして、今年の予選会で８位に入り、創部以来の悲願となる箱根
駅伝本選への出場権を獲得しました。
　予選会のタイムは本学ホームページ「駿大スポーツ」駅伝部公式ペー
ジおよび11月25日（木）発行の駿河台大学NEWSに掲載しております。
そちらも併せてご覧ください。

区間 選手名 学部・学年 タイム 区間順位 総合順位
1区 清野	太成 法学部3年 1:03:20 17位 17位
2区 ブヌカ	ジェームス メディア情報学部4年 1:10:19 19位 19位
3区 町田	康誠 現代文化学部3年 1:03:35 12位 18位
4区 今井	隆生 心理学部4年 1:06:58 20位 20位
5区 永井	竜二 現代文化学部3年 1:16:59 20位 20位
6区 小泉	謙 現代文化学部3年 0:58:47 3位 20位
7区 新山	舜心 スポーツ科学部2年 1:05:26 15位 20位
8区 出仙	龍之介 法学部3年 1:06:56 15位 20位
9区 田尻	健 現代文化学部4年 1:11:11 18位 20位
10区 阪本	大貴 現代文化学部4年 1:10:11 7位 19位

　総合　19位　　　　　記録　11：13：42

10区　阪本大貴選手
（写真提供：関東学連／月刊陸上競技）

　2022年2月19日（土）開催の同窓会役員会において検討の結果、『2022年度同窓会総会』は対面（大学会場での参加）とオンライン（Zoomでの参加）を
併用（同時進行）したハイブリッド形式にて開催することになりました。
　総会では、昨年度の事業報告、収支決算報告、監査報告を行い、2022年度の事業計画（案）及び収支予算（案）を審議します。5月末までに同窓会ホー
ムページに総会議案資料を掲載する予定ですので、ご一読の上、ご参加いただけると幸いです。

【同窓会総会】
１．開催日時：2022年6月25日（土）　14：00〜15：00
２．	会　　場：大学会場（駿河台大学14階会議室）　または　Zoom
３．参加（出席）方法：
　　	同窓会総会に参加（出席）される方は、同封はがき（「2022年度	駿河台大学同窓会	総会」出欠届	兼	議決権行使書）に
ある以下のいずれかの参加方法にチェック☑し、6月17日（金）までに、同窓会事務局までご返送（ご投函）ください。

　　　□大学会場で総会に出席する
　　　□自己の負担と責任により、アクセス環境を準備のうえ、オンライン（Zoom）出席する　
　　　□総会に欠席のうえ各議案につき、下記〇印のとおり議決権を行使する
４．総会議事
　　	総会議事については、同窓会会則第12条第3項により、出席者（大学会場・オンライン出席者および議決権を行使さ
れた方）の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するものとします。

５．その他
　　①	例年、総会終了後に開催しておりました懇親会については、新型コロナウイルス感染予防に鑑み中止とさせてい

ただきますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
　　②	新型コロナウイルス感染拡大状況により、大学会場での開催を取り止め「オンライン開催のみ」とする可能性がござい

ます。この場合、総会開催2週間前の6月11日（土）に最終判断のうえ同窓会ホームページにてお知らせいたします。
　　③その他詳細については、同封の「2022年度同窓会総会の開催について（ご案内）」をご参照願います。

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

発行：駿河台大学同窓会事務局
〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698
☎042-972-1101
dousou@surugadai.ac.jp
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こちらのはがきを、6月17日（金）
までに、同窓会事務局宛にご返
送（ご投函）ください

2022 年度 駿河台大学同窓会 総会 

出欠届 兼 議決権行使書 

2022 年 6 ⽉ 25 ⽇（⼟）に開催される同窓会総会について 
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させていただきます。また、「同窓会報」などの送付の際、利用目的の適正な範囲内において、
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大学会館地下１階
ショッピングセンターにて
好評発売中　１つ220円（税込）

たくさんの応援、ありがとうございました。※選手の学年は箱根駅伝出走時の学年です。

箱根駅伝 総合19位 初出場で一本の襷つなぐ箱根駅伝 総合19位 初出場で一本の襷つなぐ

駅伝部のこれまでの道のり駅伝部のこれまでの道のり

区間順位区間順位

『2022年度　同窓会総会』開催のご案内『2022年度　同窓会総会』開催のご案内 今年はハイブリッド形式（対面+オンライン）
で開催します！！



　現在の就職活動はコロナ禍の影響でオンライン化が進み、学生にとっては仕事のイメージがより一層湧きづらい環境とな
っております。そのような中、今年で７年目を迎えた卒業生との交流行事は、例年と趣向を変え「職種研究」に焦点を当て
たイベントとしてオンラインで開催し、お招きした卒業生３名には、それぞれが従事する営業職・事務職・システムエンジ
ニア職について本音ベースで語っていただくイベントとしたところ、学生に仕事のリアルを感じてもらえる内容となりました。
　当日は二部構成で行い、第一部では、キャリアセンター梅村准教授によるパネルディスカッションを通じて、仕事（職種）
に求められる能力ややりがい、学生時代の経験が現在の仕事においてどのように役立っているか等について伺いました。
　第二部は、卒業生と学生のフリートークの場を設け、参加した学生は卒業生の話に熱心に耳を傾けながら、活発に質問を
したり、愉快な話に笑いも起きたりと、とても和やかな時間が流れていました。
　参加した学生からは、「自分の持っていた事務のイメージが変わりました。先輩方と話せる機会があって参考になりました」「就活をする中で順を追
ってレベルアップしていくという考え方がとても参考になりました。自分に今できることを行い、就活本番に備えたいと思います」「企業の方だと気後
れする部分があり、質問などがしづらいと感じていましたが、同じ学校の先輩であるためか気軽に聞くことができました」といった感想があり、社会
で活躍する先輩の話を生で聞くことができ、職種への理解が深まる一方で自身の今後についても考える有意義な機会となったようです。
　本年度の企画にご協力いただいた卒業生の皆さまをはじめ、ご後援いただいた本学同窓会の皆さまに深く御礼申し上げます。今後も学生の進路選択
に役立つイベントを企画・運営していきたいと存じますので、引き続きご支援・ご協力のほどお願い申し上げます。

　法学部では、1月13日（木）に「法学部女子会主催就職報告会」と題する卒業生と在校生の交流会を開催しました。当日は、野口美帆さん、佐藤静香さん、
眞島櫻さんの3名の卒業生と就活を終えた1名の4年生をスピーカーに迎え、9名の女子学生が参加しました。本年度も同窓会のご後援により報告会を開
催できましたこと、心より御礼申し上げます。2名の在学生からのコメントをご紹介いたします。

法学部�法律学科　川島亜深
　「先輩方に直接お話を聞ける機会でしたので、就職活動をする中で不安に感じていたことや3月から本格
的に始まる選考の流れなどについてお聞きすることができました。特に印象に残ったのが、就職活動では
自分と他の方を比べないで進めていくということです。自己PRや学生時代に頑張ったエピソードでは、必
ずしも凄い経験をしていなくても自分の言葉で書いたり話したりすることが大切であると気づくことがで
きました。
　就職活動を終えるまでは、今後も不安な気持ちになることがあると思います。たまには、友達と遊ぶな
ど息抜きをしながら残りの就職活動も後悔がないように行動していきたいと思います。」

法学部�法律学科　吉田汐璃
　「就職活動が本格的に始まる大事な時期に、とても貴重なお話を聞くことができました。私は就職活動に
対してマイナスなイメージしかなく、果たして今の頑張り方で良いのかと不安に駆られていました。しかし、
先輩方のお話を伺い、これからすべきことが明確になり、また貴重なアドバイスを頂けたので、今、就職
活動を前向きに乗り切ることができる気がしています。
　中でも印象に残ったのは、「自分の軸を決めておく」ということです。どんな会社に就職するにしても、
自分がどういった働き方をしたいのか、何が自分にとって大事なのか、ベースの考え方をしっかり持つこと
で、より自分に合う就職先を見つけることができ、ぶれずに就職活動をすることができるのだと思いました。
　先輩方から頂いた言葉を大切にしながら、自分なりに頑張りたいと思います。」

　女性の社会進出がますます進み、生き方が多様になるなかで、就職後長く続いていく人生をどのように
歩んでいくかを考えることは非常に重要です。その意味において、様々な場で活躍する卒業生のお話を伺
うことは、在学生にとって非常に有益な機会になりました。将来への希望を胸に、そのために資する学生
生活を歩んでほしいと願っています。	 （法学部助教　宮下摩維子）

　11月25日、学部DAYが開催されました。3年生は「卒業生から学ぶキャリアデザイン」をテーマに、
パネルディスカッション形式で行いました。小林奈穂美先生をファシリテーターとし、會田舞さん（住友
不動産エスフォルタ株式会社）・小野寺崇志さん（幼児活動研究会株式会社）・今井久美子さん（飯能市役
所）・山本壮登さん（株式会社一条工務店）の4名の卒業生に登壇していただきました。
　4名の卒業生の方々には、学生生活、就職活動、現在の仕事内容、オフの過ごし方など様々なことに
ついてお話しいただき、最後に3年生にエールを送っていただきました。その中で特に印象的だったのは、
就職活動の進め方が4人とも違うという点でした。あまり関心のない会社でもとにかくアプライしてみ

るべきという考えもあれば（山本さん）、自分のやりたいことを見極めるべきという考えもありました（小野寺さん）。また、ゼミ活動での出会いによっ
て進路を決めたという方もいれば（今井さん）、就職活動に時間をかけず短期決戦で決めたという方もいらっしゃいました（會田さん）。
　卒業生のお話にじっと耳を傾ける3年生。その目は真剣であり、寝ている人は一人もいませんでした。質疑応答の時間では何人もの学生が手を上げ、
卒業生の方々も真摯に答えてくれました。どのよ
うにして就職活動を進めていけばよいのか、不安
な気持ちを抱えつつ、なかなか一歩を踏み出せな
い人も多いと思います。しかし、小野寺さんが教
えてくれたように、「成功の反対は失敗ではなく何
もしないこと」ではないでしょうか。キラキラし
た卒業生の姿は、3年生の背中を優しく押してくれ
たように感じます。
	 (現代文化学部/スポーツ科学部准教授　小丸超)

「職種研究セミナー〜卒業生から仕事のリアルを聞こう〜」キャリアセンター編

法学部女子会主催就職報告会

学部DAY実施報告　　卒業生から学ぶキャリアデザイン（3年生）

活躍する準会員（在学生）への同窓会からの支援について活躍する準会員（在学生）への同窓会からの支援について



　2022年3月18日（金）に第32回学位記授与式（卒業式）が本学体育館にて執り行われました。
　新型コロナウイルス感染症対策を講じた上での開催となり、密を避けるために、午前の部（法学部・経済経営学部・大学院）、
午後の部（メディア情報学部・現代文化学部・心理学部）の二部制にて行われました。
　学位記授与式（卒業式）では、新井克明同窓会長からのビデオメッセージによる祝辞が放映され、新たに同窓会員としてお迎え
する卒業生への歓迎の言葉が述べられました。
　なお、以下の方々が今年度の答辞・総代・各賞を受賞されました。おめでとうございました。

2021年度　学位記授与式（卒業式）

2021年度　答辞・総代・各賞受賞者
答辞
法学部法律学科
　諸井　歩 埼玉県立入間向陽高校出身
メディア情報学部メディア情報学科
　滝澤　奈桜 埼玉県立所沢西高校出身

総代
法学部法律学科
　酒井　恵佑 新潟県立小千谷高校出身
経済経営学部経済経営学科
　藤本　侃 正智深谷高校出身
メディア情報学部メディア情報学科
　栗嶋　友華 埼玉県立坂戸高校出身
現代文化学部現代文化学科
　村田　健太郎 山梨県立山梨高校出身
心理学部心理学科
　小島　駆 山梨県立北杜高校出身

優秀賞
法学部法律学科
　岩嶋　翼 関根学園高校出身
経済経営学部経済経営学科
　喜友名　伶奈 沖縄県立コザ高校出身
メディア情報学部メディア情報学科
　北爪　好香 群馬県立伊勢崎高校出身
現代文化学部現代文化学科
　小倉　碧 埼玉県立大宮中央高校出身
心理学部心理学科
　鈴木　彩紗 青森県立八戸商業高校出身

菩提樹賞
法学部法律学科
　伊藤　雅 栃木県立大田原女子高校出身
　笠原　洸希 長野県塩尻志学館高校出身
　木下　桜音 埼玉県立所沢高校出身
　君島　拓海 聖望学園高校出身
　新明　英里佳 新潟県立新潟高校出身
　徳武　三奈 新潟県立長岡向陵高校出身

　双木　温斗 武蔵越生高校出身
　野底　樹音 沖縄県立那覇商業高校出身
　宮﨑　玲奈 新潟県立五泉高校出身
経済経営学部経済経営学科
　飯澤　勇希 東京都立光丘高校出身
　内沼　紗和生 東京農業大学第三高校出身
　加藤　希美 青森県立八戸東高校出身
　木村　祐哉 栃木県立足利高校出身
　佐藤　紅羽 明秀学園日立高校出身
　髙橋　拓也 長野県北部高校出身
　中島　勘太 屋久島おおぞら高校出身
　我田　優衣 新潟県立六日町高校出身
　LIU	PIN	PIN 留学生・中国
メディア情報学部メディア情報学科
　伊澤　美紀 栃木県立小山城南高校出身
　大須賀　和奏 静岡県立浜松湖南高校出身
　宮城　壮都 沖縄県立読谷高校出身
　宮﨑　大空 高崎商科大学附属高校出身
　向井　博美 東京都立野津田高校出身
　柳川　祐樹 狭山ケ丘高校出身
現代文化学部現代文化学科
　秋田　慶人 静岡県立静岡西高校出身
　稲垣　咲穂 山梨県立甲府南高校出身
　関川　湧也 新潟産業大学附属高校出身
　髙橋　達也 埼玉県立志木高校出身
　塚野　龍 北越高校出身
心理学部心理学科
　和泉　雄太 新潟県立糸魚川高校出身
　亀田　菜摘 下北沢成徳高校出身
　草牧　知樹 茨城県立土浦第一高校出身
　鈴木　綾菜 福島県立磐城高校出身
　関本　李佳 長野県野沢北高校出身
　渡邉　さや 新潟県立長岡向陵高校出身

特別賞　スポーツにおける活躍
法学部法律学科
　河上　かりん 茨城県立東海高校出身
　工藤　李華 埼玉県立小川高校出身

　後野　詩衣菜 京都府立乙訓高校出身
　野崎　らむ 埼玉県立飯能高校出身
経済経営学部経済経営学科
　根井　大輝 高崎健康福祉大学高崎高校出身
現代文化学部現代文化学科
　足立　依鞠 岐阜県立岐阜各務野高校出身
　犬走　淳人 大阪高校出身
　小清水　悠介 桜丘高校出身
　狐塚　由衣 栃木県立今市高校出身
　阪本　大貴 兵庫県立西脇工業高校出身
　瀧澤　瑛司 埼玉県立浦和東高校出身
　田尻　健 開新高校出身
心理学部心理学科
　今井　隆生 東京都立大泉高校出身

特別賞　文化的活動等の各方面における活躍
法学部法律学科
　蒲生　ひかり 共立女子第二高校出身
メディア情報学部メディア情報学科
　佐田　菜摘 東北高校出身
　CHIANG	WEISHENG 留学生・台湾
心理学部心理学科
　遠藤　諄 静岡県立富士宮東高校出身
　新保　さくら 新潟県立高田北城高校出身
　髙橋　篤広 共愛学園高校出身

特別賞　まちを元気に、まちで元気に
プロジェクトにおける活躍
メディア情報学部メディア情報学科
　栗嶋　友華 埼玉県立坂戸高校出身
　中島　栞 埼玉県立鶴ケ島清風高校出身
心理学部心理学科
　小糸　克昌 自由の森学園高校出身
　長谷川　歩美 新潟市立高志中等教育学校出身



住所等の変更について
　会員の皆様に年に２回（４月・10月）に「同窓会報」をお送りしてお
りますが、卒業後にご住所等が変更になった方は変更の手続きをお願い
いたします。
　2022年３月に卒業された方は、同窓会ホームページの他、学位記授
与式（卒業式）の際にお配りしたはがきからも変更していただけます。
　なお、会員の皆様の個人情報は厳正に管理し、本学同窓会業務及び本
学からの連絡等に利用させていただいております。また、「同窓会報」
等の送付の際、利用目的の適正な範囲内において、必要に応じて外部業
者に発送を委託し、情報を提供する場合がございますが、その他の目的
には利用いたしません。

退職教員のお知らせ 
　このたび、2022年3月末日をもってご退職された先生方をお知らせ
します。長い間、大変お世話になりました。

　●法学部	 竹内	健互	 准教授
　●法学部	 福田	二郎	 教授
　●経済経営学部	 張	采瑜	 准教授
　●経済経営学部	 町田	欣弥	 教授
　●メディア情報学部	 大野	志郎	 准教授
　●メディア情報学部	 田所	裕康	 講師
　●メディア情報学部	 杜	正文	 教授
　●心理学部	 髙岸	百合子	 准教授
　●心理学部	 原	聰	 教授
　●キャリアセンター	 小山	知子	 講師
　●心理カウンセリングセンター	 新居	みちる	 助教

第35回　駿輝祭（オンライン配信）が開催されました
　2021年10月30日（土）に駿輝祭が無観客オンライン配信（You	Tube	
Live）にて開催され、前日の10月29
日（金）の駿輝祭前夜祭に、駿河台大
学同窓会・父母会共催の特別講演会
が開催されました。
　駿輝祭実行委員会の学生が、コロ
ナ禍でも開催できる方法を検討し、
無観客オンライン配信での開催とな
りました。
　特別講演会の講師には、お天気キ
ャスター／気象予報士の森田正光氏
をお招きし、オンライン講演会が開
催されました。「テレビで言えない
天気の話」には、多くの方がご参加
くださいました。

同窓会報への原稿募集について
　同窓会では、以下の要領にて、会員の皆様からの原稿を募集しております。
　本学在学中の思い出や皆様の近況、身近な出来事，お住まいの地域のふ
るさと自慢等について、自由なテーマで寄稿していただけます。また，新型
コロナウイルスの影響を受け、日常生活やお仕事もいつもと異なっていた方
もいらっしゃるかと思いますので、そのような経験談を同窓会員で共有させ
ていただけたらと思います。
Ⅰ．テーマ（タイトル）　自由
２．字数　800〜1200文字程度
３．写真（画像データ）があれば２〜３点
４．送付期限：2022年８月25日（木）
※	紙面に限りがあるため、多数ご寄稿いただいた場合、すべてご紹介で
きないことがあります。

懸垂幕グッズのご紹介

懸垂幕バッグ、販売中！

　駿河台大学と連携協定を提携する一般
社団法人里山こらぼでは、懸垂幕の有効
活用のため、地域の方のお力を借りて、
プロダクトづくりを行っています。
　SDGｓに直結のフィンランド的アッ
プサイクル事業。あなたもぜひ！

里山こらぼHP　https://www.satoyama-co-lab.com/

駿河台大学同窓会事務局（学生支援課内）
〒357-8555　埼玉県飯能市阿須698
ＴＥＬ　042-972-1101　ＦＡＸ　042-972-1149	
Ｅ-mail　dousou@surugadi.ac.jp
（住所等更新変更送信フォーム）
ＵＲＬ　https://www.surugadai.ac.jp/dousou/contact.php

同窓会事務局より同窓会事務局より
【重要】同窓会では、卒業生の「人材バンク」機能を構築していくことに取り組んでいます。準会員（在学生）に対する講座の講師役や就職座談会な
どへの支援をお願いする際に活用していきたいと考えています。後日、同窓会や大学関係者より事前に「人材バンク」への登録可否を伺うご連絡を
させていただく場合がございますので、予めご承知いただくとともに登録にご理解ご協力のほどお願いいたします。

北海道支部会	 上見国敏さん（1995年	経済学部卒）	 ☎0154-24-3811
新潟支部会 	 大平一貴さん（1995年	経済学部卒）	☎090-7813-2575
	 barohhira26@gmail.com	
長野支部会 	 今井翔大さん（2015年	法学部卒）	nagano.sundai@gmail.com
山梨支部会 	 塩澤清志さん（1991年	法学部卒）
	 dousou@surugadai.ac.jp（同窓会事務局宛て）
群馬支部会 	 桐生　岳さん（1993年	法学部卒）	 ☎090-8840-6123
	 sundai-gunma@answerwind.com
沖縄支部会 	 dousou@surugadai.ac.jp（同窓会事務局宛て）

支部会連絡先

 

 

 

第 35回駿輝祭前夜祭 同窓会・父母会共催 
 

森田正光氏   

オンライン講演会 

「テレビで言えない天気の話」 
 ププロロフフィィーールル  

森田 正光 (もりた まさみつ) 

お天気キャスター/気象予報士 

1950 年 名古屋市生まれ 

1992 年 初のフリーお天気キャスターとなる 

株式会社ウェザーマップを設立 

2005 年 財団法人日本生態系協会理事に就任 

2010 年 環境省が結成した生物多様性に関する 

広報組織「地球いきもの応援団」のメンバー 

として活動 

出演 TBS テレビ「N スタ」（月・火） 

連載  「森田正光の月間天気予報」 

月刊ゴルフダイジェスト／（ゴルフダイジェスト社） 

「森田正光の一体何が問題なの！？」／環境ビジネス（日本ビジネス出版） 

「森田さんの見上げてみよう季節の空」／季刊かるな（浄土宗出版） 

 

日時 

１１００//２２９９（（金金））  
１１９９：：００００～～２２００：：００００  

オオンンラライインン配配信信（（無無料料））  
どどななたた様様ででももごご視視聴聴いいたただだけけまますす  

実施方法 

※※1100 月月 2299 日日((金金))1199::0000 よよりり、、以以下下のの「「駿駿輝輝祭祭公公式式 YYoouuTTuubbee チチャャンンネネルル」」  

QQRR ココーードド oorr「「駿駿河河台台大大学学 HHPP」」かかららごご参参加加くくだだささいい。。  

※※事事前前にに「「駿駿輝輝祭祭公公式式 YYoouuTTuubbee チチャャンンネネルル」」ののチチャャンンネネルル登登録録ををししてていいたただだ  

くくとと当当日日ススムムーーズズににごご参参加加いいたただだけけまますす。。  

〒〒335577--88555555  埼埼玉玉県県飯飯能能市市阿阿須須 669988  

駿駿河河台台大大学学  同同窓窓会会・・父父母母会会事事務務局局  

☎☎００４４２２－－９９７７２２－－１１１１００１１  

 

お天気キャスター/気象予報士 

駿輝祭公式 HP 駿輝祭公式 YouTube チャンネル 

卒業生子女への学費支援 
　同窓会では、本学卒業生への還元の一環として、卒業生の子女が母校
（駿河台大学）へ入学する場合に、入学金免除制度（大学制度）に加え、同
窓会から「初年度授業料の半額」を給付する制度を設けています。給付
型奨学金ですので、返還の義務はありません。
　制度の概要は以下のとおりです。		
（1）支給要件：以下全ての要件を満たす場合に支給対象とします。		
　		①	本学同窓会員の子女であること。
　		②	駿河台大学が設置する学部に新たに入学する子女であること。
　		　	ただし、編入学及び再入学の場合は当制度の対象としない。
　		③		本学同窓会員が保証人であり、同窓会員又はその配偶者が当該子女を扶

養していること。

（2）給 付 額：�入学時初年度に納付すべき授業料の一部（上限：授業料半額
相当額）を給付します。

　　　　　　	※	参考	2022年度の場合：367,500円（初年度授業料735,000
円の半額）

　　　　　　	※	申請人数の多寡により、一人当たりの給付額は、授業料半額
相当額より減額する場合があります。

　　　　　　	※	入学した初年度に限り給付するものです。継続はありません。
　　　　　　	※	特別奨学生制度等により、大学より初年度授業料が免除さ

れている場合は対象となりません。

（3）手続方法：	 	保証人である同窓会員が申請書に必要事項を記入の上、添付
書類を添えて同窓会事務局（学生支援課内）に郵送してください。

（4）2022年度提出期間・振込予定日：
　　　　　　		提出期間：2022年４月１日（金）〜2022年４月28日（木）
　　　　　　		振込予定日：６月末日	
　　　　　　		※		ただし、学費等月額納付制度を利用される場合は、振込

予定日が別途対応になります。

　申請書類等の詳細は同窓会ホームページをご覧ください。	

訃報
　謹んでお知らせいたします。
　●		牧	柾名名誉教授におかれましては、2022年1月12日（水）にご逝去さ
れました。

　●		鎗田	英三名誉教授におかれましては、2022年2月22日（火）にご逝去
されました。

　●		瓜生	浩朗名誉教授におかれましては、2022年３月３日（木）にご逝去
されました。


