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研究活動（専門分野）

社会科教育、授業分析、生活科教育、
総合的な学習の時間、学校予防教育

令和４年４月１日付で教育学研究科長を拝命いたし
ました。

私は、静岡県浜松市・磐田市の公立小学校、静岡大
学附属浜松小学校の教諭・副校長、公立小学校長を勤
めた後、本学の発達教育学部（現・教育学部）発足と
同時に赴任しお世話になっております。教育学部では
社会科教育、教育課程論等を修士課程では、社会科教
育特論、社会科教育演習、教育実践学特論を担当して
います。私は授業分析をもとにした社会科のカリキュ
ラム編成、授業構成について主に研究しています。な
かでも協働提案型社会科授業を中心にその方法のあり
方を目指して授業分析をもとにした授業理論の構築を
教育現場の先生方と共に研究を進めています。さらに、
高等学校の公共に向けた取り組みも進めています。

本学の大学院教育学研究科は開設から５年になりま
す。この間、教育学部からの進学者及び現職教員の入
学者が自らの課題を解決しようと学び、その成果を活
かして教育現場において教育実践に励んでいます。

大学院教育学研究科は、高度化が求められる教育実
践において、自立した研究活動が推進できる研究能力
及び教育能力を育成し、同時に児童一人ひとりの資質・
能力と個性の伸長を図る教育実践方法学の理論と実践
力を身に付けることを目指しています。そこで、教育

学部卒業生や現職教員を大学院生として迎え、一人ひ
とりの教職ステージにおける実践課題を研究的に取り
組み、教育実践活動に反映させる過程を支援していま
す。さらに、修了後、本学に事務局がある「日本教育
実践方法学会」の会員として、研究の継続及び発展を
させていくような環境を用意しています。

また、本研究科では、教育実践の方法について、教
育課程論、教育評価論、教育方法学、授業分析論、学
校心理学、各教科（国語、社会、算数、理科、健康、
道徳）の最新の教育学の成果や教育実践課題解決のた
めに教育現場での実践的取り組みを重視した研究を推
進しています。そして、大学院生が自らの研究課題を
解決のための研究活動を支えるだけでなく、修了後も
教員との協働による学校教育における教育実践方法の
工夫・改善・改革を推進する研究拠点としてその役割
を担っていきたいと考えております。

卒業生の皆様のご来学お待ち申し上げますと共に、
校友会会員の皆様のご支援・ご協力を心よりお願いい
たします。

研究科長ご挨拶
小野間 正巳　教育学研究科長
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令和４年度で本学社会福祉学部へ着任して３年目を
迎え、赤穂の地から世界へ羽ばたくアスリートを輩出
する夢をより一層強く願うようになりました。私は
スポーツ分野を専門としており、専門種目は陸上競
技・跳躍種目で、研究分野はコーチング学です。大学
院修士課程在籍時より、大学院生として勉学、研究に
勤しむ傍ら、大学陸上競技部でコーチとしてコーチン
グ活動にも従事していました。陸上競技の跳躍種目を
専門としており、どうすればより遠くへ跳べるのか？
どうすればより高く跳べるのか？を考え続け、科学的
な知見をコーチング現場へ活かすべく、研究と実践の

往還を試行錯誤しながら日々行っていました。博士後
期課程を修了し、学位取得後は、２年間大学の非常勤
講師として働きながら、大学陸上競技部のコーチとし
てコーチング活動に従事しました。この間、これまで
の研究活動やコーチング実績が評価され、日本オリン
ピック委員会強化スタッフ、日本陸上競技連盟強化委
員会の女子走幅跳オリンピック強化スタッフとして、
リオ五輪後から東京五輪までの間のナショナルチーム
強化にも携わりました。学位取得から２年後に他大学
へ専任教員として着任し、令和２年４月よりご縁があ
り本学へ着任しました。令和４年で34歳になりますが、
コーチになって12年目、陸上競技部監督に就任、昇任
など、色々な節目を迎えました。「研究者としてのマイ
ンドを持ったコーチ」を目指して大学院へ進学しまし
たが、その初心を忘れず、現在も日々自己研鑽しなが
ら、アスリート、学生と向き合っています。

本学陸上競技部は令和２年より本格的な強化を開始

し、昨年には創部初の全国大会出場となる日本学生陸
上競技対校選手権大会（日本インカレ）に、女子４×
100mリレーで出場を果たしました。また、女子三段跳
では大学１年生日本ランキング１位となる学生を輩出
しました。本年は創部初の個人種目での全国大会出場
となるU20日本陸上競技選手権大会に、男子三段跳で
出場が決定しました。そして、見事２位に輝き、全指
定強化クラブを通じて本学史上初の全国大会入賞を成
し遂げました。勉学とスポーツに打ち込める素晴らし
い環境を生かし、学生は思う存分自己研鑽に取り組ん
でいます。スポーツ推進都市を掲げる赤穂市から、全
国、そして世界の舞台へ羽ばたくアスリート輩出を目
指して、今日もグラウンドに立ち続けます。

赤穂から世界へ
社会福祉学部　熊野 陽人　准教授

研究分野　コーチング学

研究室
から

From laboratory

現在の陸上競技部 部員32名

U20日本陸上競技選手権大会銀メダルの末藤唯人さん
（社会福祉学部 社会福祉学科1年）
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令和３年度 事業報告・収支決算

1.会務
（１）総　会　書面
（２）理事会・幹事会
 第１回理事会・幹事会　令和３年５月８日（土）リモート会議
 第２回理事会・幹事会　令和４年３月20日（日）リモート会議
2.正会員に対する活動
（１）会報の発行 第37号、第38号
（２）結婚式祝電サービス　（１件）
3.母校、在学生に対する支援
（１）卒業記念品贈呈　「ネームペン」
 卒業企画行事
（２）キャリア支援
 ・各学部低年次対象マナー講座
 ・職業研究会、職場研究会等（卒業生講師招聘）
 ・就職ガイダンス
 ・福祉フェアバスツアー
 ・国家試験受験対策（社会福祉学部・看護学部）、教採対策助成（教育学部）
 ・学習ステーションに対する助成
（３）課外活動等在学生の活動に対する助成
 ・女子バレーボール部　・陸上競技部
 ・サッカー部　　　　　・剣道部
 ・卓球（国際クラスベルパラ優勝）
（４）母校支援活動
（５）大学事業、行事助成、朝食助成、新入生オリエンテーション助成

令和３年度　関西福祉大学校友会事業報告

【支出の部】 （単位：円）
科　目 R３予算 R３決算 増　減 事業内容

1 事務費 15,960,000 14,716,362 1,243,638

事
務
費
内
訳

⑴人件費　 8,000,000 8,564,321 △564,321 事務職員2名分
⑵消耗品費 50,000 7,971 42,029 事務用品等
⑶旅費交通費 410,000 59,032 350,968 理事会・幹事会等出張費、振込手数料
⑷印刷製本費 100,000 0 100,000 校友会資料、封筒等
⑸諸会費 30,000 0 30,000 職員セミナー受講料
⑹報酬手数料 650,000 515,424 134,576 エレベーター、自動ドア保守点検、消防点検費
⑺通信費　 150,000 101,411 48,589 切手、ハガキの購入等
⑻会議費　 510,000 360,198 149,802 総会案内ハガキ、理事会・幹事会等会議費　

振込手数料
⑼渉外費 30,000 0 30,000 他大学等調査経費・粗品・謝礼
⑽備品費 500,000 263,871 236,129 校友会館事務室備品、振込手数料

コピーチャージ料、コピー機リース料
⑾雑費 30,000 34,120 △4,120 卒業アルバム等
⑿システム費 5,000,000 4,700,564 299,436 校友会学内情報システム保守費、校友会館AV機器
⒀工事費 500,000 109,450 390,550 修理等

２事業費 29,759,000 18,446,171 11,312,829

事
業
費
内
訳

⑴会報作成費 2,000,000 1,880,639 119,361 会報作成および発送費会報（年２回）作成
および封入、発送費

⑵振興費
 （在学生支援） 18,350,000

2,500,000

15,454,381

2,407,110

2,895,619

卒業記念品助成、卒業パーティー
3,550,000 3,889,680 課外活動等在学生活動助成

300,000 0 地域振興助成
4,800,000 3,881,631 就職活動支援
4,000,000 3,509,280 国試・教採支援
3,200,000 1,766,680 大学事業助成・朝食助成、オリエンテーション他

⑶奨学費 5,000,000 0 △5,000,000 緊急奨学金

⑷助成費
（卒業生支援） 4,329,000

1,025,000

1,105,871

0

3,223,129

ホームカミングデー助成
300,000 0 個別校友会活動

1,000,000 0 講演会、研究会助成、地域連携フォーラム
400,000 78,400 母校支援活動

1,054,000 1,027,471 卒業生キャリアアップ支援
550,000 0 支部活動助成費

⑸慶弔費 80,000 5,280 74,720 校友会員見舞金、結婚式祝電サービス
３予備費 3,000,000 3,000,000 学生生活充実事業15,000,000円

基金5,000,000円
４他会計繰出金 20,000,000 20,000,000 0
５次年度繰越金 1,657,000 17,023,395 △15,366,395

合　計 70,376,000 70,185,928 190,072

令和３年度　関西福祉大学校友会収支決算書
【収入の部】 （単位：円）

科　目 R３予算 R３決算 増　減 備　考

1 会費収入 43,870,000 43,680,000 190,000

・在学生　1,426名×30,000円＝42,780,000円
・編入生　1名×60,000円＝60,000円
・専任教職員　72名×10,000円＝720,000円

2021年度　納入
1年 2年 3年 4年 合計

社会福祉学部 121 105 93 86 405
教育学部　児童教育学科 72 80 67 77 296
教育学部　保健教育学科 99 93 79 70 341
看護学部 93 105 87 99 384

385 383 326 332 1,426

2 前年度繰越金 26,505,641 26,505,641 0 ・小口現金 ・通帳（普通）
3 雑収入 359 287 72 ・中国銀行 赤穂支店 利息等

合   計 70,376,000 70,185,928 190,072

令和３年度　関西福祉大学校友会　特別会計
（学生生活充実事業）収支決算書

（令和３年４月１日～令和４年３月31日）

（1）学生生活充実のため環境整備等に係る事業等
（2）学生地域活動に係る支援事業

令和３年度　関西福祉大学校友会　特別会計
（学生生活充実事業）事業計画

【収入の部】 （単位：円）
科　目 R３予算 R３決算 増　減 備　考

1 他会計繰入金 15,000,000 15,000,000 0 一般会計より
2 前年度繰越金 836,880 836,880 0

合   計 15,836,880 15,836,880 0

【支出の部】
科　目 R３予算 R３決算 増　減 備　考

1 学生生活充実事業 15,836,880 0 15,836,880

（1）学生生活充実
のため環 境 整 備
等 に 係る事 業 等
5,436,880円

（2）新 型コロナウ
イルス 緊 急 支 援
10,000,000円

（3）学生地域活動
に 係る支 援 事 業
400,000円

2 次年度繰越金 0 15,836,880 △ 15,836,880
合   計 15,836,880 0 15,836,880

就職状況
卒業年度 卒業生数 就職希望者数 就職者数 就職率 進学者数
令和３年度 89人 84人 84人 100% 2人
令和２年度 115人 114人 114人 100% ー

令和元年度 114人 112人 111人 99.1% ー

国家試験合格状況

年　度 社会
福祉士

合格者
総数

うち
新卒者数

精神保健
福祉士

合格者
総数

うち
新卒者数

令和３年度 34回 34人 24人 24回 7人 4人
令和２年度 33回 51人 32人 23回 9人 9人
令和元年度 32回 44人 30人 22回 8人 8人

社会福祉学部

分野別就職状況

①公務員 14.3％
②福祉 40.4％
③医療 1.2％
④福祉企業 13.1％
⑤一般企業 31.0％

①

②

③

④

⑤
就職率
100％

就職状況
卒業年度 卒業生数 就職希望者数 就職者数 就職率 進学者数
令和３年度 75人 75人 74人 98.7% ー

令和２年度 70人 67人 67人 100% ー

令和元年度 61人 60人 60人 100% ー

就職状況
卒業年度 卒業生数 就職希望者数 就職者数 就職率 進学者数
令和３年度 69人 62人 62人 100% 1人

教育学部 （児童教育学科） 教育学部 （保健教育学科）

職種別就職状況 分野別就職状況

①小学校教諭 27.0％
②小学校教諭（講師） 2.7％
③公立幼保 12.2％
④民間幼保 24.3％
⑤幼保（企業系） 5.4％
⑥福祉・医療 2.7％
⑦公務員 1.4％
⑧一般企業 24.3％

①

②
③

④
⑤⑥

⑦
⑧
就職率
98.7％

①保健体育教諭 21.0％
②養護教諭 8.1％
③公務員 11.3％
④スポーツ選手 6.5％
⑤スポーツ関連企業 6.5％
⑥一般企業 46.6％

①

②
③

④⑤

⑥ 就職率
100％

①（看護師）国公立・公的病院 56.8％
②（看護師）民間病院 24.2％
③（看護師）大学病院 6.3％
④（助産師）民間病院 2.1%
⑤（助産師）国公立・公的病院 1.1%
⑥（保健師） 4.2%
⑦養護教諭 4.2%
⑧一般就職 1.1%

①②

③
④
⑤
⑦⑧

就職率
100％

⑥

看護学部

職種別就職状況
就職状況
卒業年度 卒業生数 就職希望者数 就職者数 就職率 進学者数
令和３年度 98人 95人 95人 100% 2人
令和２年度 88人 83人 83人 100% 4人
令和元年度 79人 79人 79人 100% ー

国家試験合格状況
年　度 看護師 合格者総数 うち新卒者数 保健師 合格者総数 うち新卒者数 助産師 合格者総数 うち新卒者数

令和３年度 111回 102人 98人 108回 10人 10人 105回 3人 3人
令和２年度 110回 90人 87人 107回 14人 14人 104回 4人 4人
令和元年度 109回 82人 77人 106回 15人 12人 103回 5人 5人

令和３年度
就職状況および国家試験報告
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令和４年度　関西福祉大学校友会　特別会計
（学生生活充実事業）収支予算書

（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

（1）学生生活充実のため環境整備等に係る事業等
（2）学生地域活動に係る支援事業

令和４年度　関西福祉大学校友会　特別会計
（学生生活充実事業）事業計画

令和４年度 事業計画・収支予算

1.　会務
（１）総　会　１回開催予定
（２）理事会　３回開催予定　 事業計画、当初予算、事業報告、決算等
（３）幹事会　３回開催予定　 事業計画、当初予算、事業報告、決算等
2.　正会員に対する活動
（１）会報の発行　 年２回発行
（２）支部の助成活動等会員相互の交流促進
（３）個別校友会
（４）講演会、研究会開催支援（地域連携フォーラム）
（５）ホームカミングデー（恩師との相談会）に対する助成
（６）社会福祉学部・看護学部国家試験、教育学部採用試験　受験対策助成
（７）結婚式祝電サービス
3.　母校、在学生に対する支援
（１）卒業記念品贈呈、卒業記念パーティー
（２）奨学金の支給
（３）就職活動支援
（４）在学生国試対策・採用試験支援
（５）課外活動等在学生の活動に対する助成
（６）地域振興助成
（７）母校支援活動
（８）大学事業、行事助成、朝食助成、新入生オリエンテーション助成
4.　その他
（１）会員の慶弔および親睦　見舞い、弔電、供花等、懇親会等 
（２）学生生活充実事業
（３）20周年記念事業

令和４年度　関西福祉大学校友会事業計画

【支出の部】 （単位：円）
科　目 R４予算 R３予算 増減 事業内容

１事務費 12,210,000 15,960,000 △3,750,000

事
務
費
内
訳

⑴人件費　 8,600,000 8,000,000 600,000 事務職員２名分
⑵消耗品費 50,000 50,000 0 事務用品等
⑶旅費交通費 410,000 410,000 0 理事会・幹事会等出張費、振込手数料
⑷印刷製本費 100,000 100,000 0 校友会資料、封筒等
⑸諸会費 30,000 30,000 0 職員セミナー受講料
⑹報酬手数料　 650,000 650,000 0 エレベーター、自動ドア保守点検消防点検費
⑺通信費　 150,000 150,000 0 切手、ハガキの購入等

⑻会議費　 510,000 510,000 0 総会案内ハガキ
理事会・幹事会等会議費　振込手数料

⑼渉外費 30,000 30,000 0 他大学等調査経費・粗品・謝礼

⑽備品費 500,000 500,000 0 校友会館事務室備品、振込手数料
コピーチャージ料、コピー機リース料

⑾雑費 30,000 30,000 0 卒業アルバム等

⑿システム費　 450,000 5,000,000 △4,550,000 校友会学内情報システム保守費、
校友会館AV機器

⒀工事費 700,000 500,000 200,000 修理等
２事業費 30,514,000 29,759,000 755,000

事
業
費
内
訳

⑴会報作成費 2,200,000 2,000,000 200,000 会報作成および発送費会報（年２回）作成
および封入、発送費

⑵振興費
（在学生支援） 19,050,000

2,700,000

18,350,000

2,500,000

700,000

卒業記念品助成、卒業パーティー
4,000,000 3,550,000 課外活動等在学生活動助成

300,000 300,000 地域振興助成
4,800,000 4,800,000 就職活動支援
4,050,000 4,000,000 国試・教採支援
3,200,000 3,200,000 大学事業助成・朝食助成、オリエンテーション他

⑶奨学費 5,000,000 5,000,000 0 緊急奨学金
社会福祉学部特別選抜入試（校友会推薦方式）

⑷助成費　
（卒業生支援） 4,184,000

1,050,000

4,329,000

1,025,000

△145,000

ホームカミングデー助成
300,000 300,000 個別校友会活動
850,000 1,000,000 講演会、研究会助成地域連携フォーラム
380,000 400,000 母校支援活動

1,054,000 1,054,000 卒業生キャリアアップ支援
550,000 550,000 支部活動助成費

⑸慶弔費 80,000 80,000 0 校友会員見舞金、結婚式祝電サービス
３予備費 2,000,000 3,000,000 △1,000,000

４他会計繰出金 15,000,000 20,000,000 △5,000,000 学生生活充実事業10,000,000円　
基金5,000,000円

５次年度繰越 1,470,000 1,657,000 △187,000
合　計 61,194,000 70,376,000 △9,182,000

令和４年度　関西福祉大学校友会収支予算書
【収入の部】 （単位：円）

科　目 R４予算 R３予算 増　減 備　　　　　　　考

１ 会費収入 44,170,000 43,870,000 300,000

・在学生　1,449名×30,000円＝43,470,000円
・専任教職員　70名×10,000円＝700,000円

2022年度（R4.4.1）確定
1年 2年 3年 4年 合計

社会福祉学部 119 119 105 96 439
教育学部　児童教育学科 53 71 80 67 271
教育学部　保健教育学科 88 97 94 81 360
看護学部 91 93 107 88 379

351 380 386 332 1,449

２ 前年度繰越金 17,023,395 26,505,641 △9,482,246 ・小口現金 ・通帳（普通）
３ 雑収入 605 359 246 ・中国銀行 赤穂支店 利息等

合　計 61,194,000 70,376,000 △9,182,000

【収入の部】 （単位：円）
科　目 R４予算 備　　　　　　　考

1 他会計繰入金 10,000,000 一般会計より 
2 前年度繰越金 15,836,880

合   計 25,836,880

【支出の部】
科　目 R４予算 備　　　　　　　考

学生生活充実事業 25,836,880
（1）学生生活充実のため環境整備等に係る事業等
 25,436,880円

（2）学生地域活動に係る支援事業 400,000円

合   計 25,836,880

令和４年度校友会役員一覧
名誉会長 加藤　　明 学長
会　　長 武田　拓也 ６期生（社会福祉学部）
副 会 長 元佐　朋亨 ２期生（社会福祉学部）
　 〃 大山摩希子 教育学部長
理　　事 中村　　剛 社会福祉学部長
　 〃 難波　峰子 看護学部長
　 〃 藤井　宏昭 ５期生（社会福祉学部）
　 〃 長野みどり ２期生（社会福祉学部）
　 〃 亀井　陽介 ８期生（社会福祉学部）
　 〃 石山さお梨 ９期生（社会福祉学部）
　 〃 城　　梨愛 ４期生（看護学部）
　 〃 荒尾　慎平 11期生（社会福祉学部）
　 〃 綿田　　薫 14期生（社会福祉学部）
幹　　事 田村　智之 １期生（社会福祉学部）
　 〃 丸島　知洋 ２期生（社会福祉学部）
　 〃 青木　雅哉 ３期生（社会福祉学部）
　 〃 門脇　由佳 ３期生（社会福祉学部）
　 〃 庄司　康生 ３期生（社会福祉学部）学園本部職員
幹事（校友会事務局長補佐・会計） 中岡　愛弓 ３期生（社会福祉学部）総務課職員
幹　　事 山本　靖子 ３期生（社会福祉学部）
　 〃 冨田　理絵 ５期生（社会福祉学部）
　 〃 宇治山奈美子 ５期生（社会福祉学部）
　 〃 大長　泰輔 ６期生（社会福祉学部）

幹　　事 橋本　秀明 ６期生（社会福祉学部）
　 〃 山本　大樹 ６期生（社会福祉学部）
　 〃 山本　佳和 10期生（社会福祉学部）
　 〃 大森　崇史 12期生（社会福祉学部）
　 〃 橋本　圭祐 15期生（社会福祉学部）
　 〃 吉形　宗竜 15期生（社会福祉学部）
　 〃 安室　麻弥 16期生（社会福祉学部）
　 〃 高橋　克和 17期生（社会福祉学部）
　 〃 西川　堅斗 17期生（社会福祉学部）
　 〃 尾川　　愛 ８期生（看護学部）
　 〃 大野恵梨華 18期生（社会福祉学部）
　 〃 玉出明日香 ９期生（看護学部）
　 〃 衣笠　千尋 １期生（発達教育学部）
　 〃 小寺　那奈 １期生（発達教育学部）
　 〃 田中　万葉 19期生（社会福祉学部）
　 〃 真治　綾花 19期生（社会福祉学部）
　 〃 岩見　真央 ２期生（教育学部）
　 〃 田淵　美帆 ２期生（教育学部）
　 〃 瀬村　千尋 10期生（看護学部）
　 〃 石井　奈美 10期生（看護学部）
　 〃 板橋　知夏 20期生（社会福祉学部）
　 〃 初治　亜紀 20期生（社会福祉学部）
　 〃 田坂　光希 ３期生（教育学部）

幹　　事 薮内亜耶香 ３期生（教育学部）
　 〃 西上　沙紀 11期生（看護学部）
　 〃 王子由紀乃 11期生（看護学部）
　 〃 前田　紗采 21期生（社会福祉学部）
　 〃 山崎友紀乃 21期生（社会福祉学部）
　 〃 竹原　有希 ４期生（教育学部）
　 〃 安本　成美 ４期生（教育学部）
　 〃 魚住　芽生 12期生（看護学部）
　 〃 尾尻　菜緒 12期生（看護学部）
　 〃 内海　有理 22期生（社会福祉学部）
　 〃 佐々木貴経 22期生（社会福祉学部）
　 〃 中尾　未来 ５期生（教育学部）
　 〃 安蒜　龍希 ５期生（教育学部）
　 〃 深尾　玲名 ５期生（教育学部）
　 〃 勝平　凪紗 13期生（看護学部）
　 〃 松浦　菜奈 13期生（看護学部）
　 〃 池永恵理子 教育学部保健教育学科長
　 〃 服部　伸一 教育学部教授
　 〃 前川　美里 看護学部助手（看護学部３期生）
幹事（校友会事務局長） 神吉　義彦 事務局長 兼 総務課長
会計監事 岩間　文雄 社会福祉学部教授
　 〃 前田　圭祐 14期生（社会福祉学部）
はりま支部長 山戸　彬睦 ８期生（社会福祉学部）

キ
ャ
リ
ア
支
援

各学部のキャリア教育や就職支援のプログラム等で就職活動
体験や仕事のやりがい、在学生へのアドバイス等卒業生とし
て体験談を講演していただける方を随時募集しています。
協力しても良いという方は、ぜひ一度キャリア開発課へご連
絡ください。

在学生の就職・キャリア支援ご協力のお願い

再就職や転職の際の履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接
や各種相談等をお受けしています。
また、大学に届く求人情報をインターネットで閲覧できる
ように卒業生用の ID とパスワードを交付しています。利用
方法などお問い合わせください。

卒業生の支援もしています。

キャリア開発課　＞＞＞　TEL 0791-46-2847（直通）　MAIL:career_kusw@kusw.ac.jp
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広島県三原市内の小学校に養護教諭として働いて３年目にな
ります。学校では保健室に来る子ども達の応急処置はもちろ
ん、メンタルヘルス対応、保健指導やアレルギー対応、清掃・
給食指導や健康診断等を行います。最近では感染症対策のた
めに、発熱と外傷の児童の手当場所を分けたり、衛生・消毒
物品の整備をしたりしています。勤務校では１日の保健室来
室は15〜20人程度です。「いらっしゃい」とあたたかく迎え、

「おだいじに」と送り出します。保健室を出る時は納得して教
室に帰れるよう心とからだの手当てをします。養護教諭は学
校に１人配置のことが多いですが、“独り” で行える仕事はあ
りません。教職員、児童、保護者、外部機関等多くの人と連
携して進めていきます。今はグラウンドで運動会の練習を頑
張っている子ども達を見て元気をもらっています。

長く養護教諭を続け、中学校・高校の養護教諭も経験したい
と思っています。
そして将来「町の保健室」のような場所を作りたいです。ど
の年代の人でも、気軽に自分の体について知ったり相談がで
きたりする場所が、地域に必要だと感じるからです。また、“元
気以下、病気未満” の不調の時点で、自身の体調の黄色信号

に気づき、対処できる子どもを育てたいと思っています。自
己健康管理能力の育成です。のちに大人になり、年齢を重ね
ていっても、病気を未然に予防し、健やかな人生を歩んでい
く基盤になればいいなと思います。

職業選択をするとき、やりがいに加えて、養護教諭として就
職することがゴールではなく、その先に何がしたいかを考え
ていました。
就職活動は、養護教諭・教員を目指す仲間と共に勉強をてい
ました。教職採用試験は３回生の11月から早めにとりかかり
ました。看護師国家試験は教員採用試験が終わった８月ごろ
から本格的にスタートしました。就職活動は長期戦なので共
に勉強する仲間を作るといいと思います。
学生のうちにしておきたかったことは、メディアリテラシーを
高めることです。私は職場でWord、Excel、Power Point、メー
ル等を使います。保健指導では、Chrome bookと大型モニ
ターを多く使ったり、保健室と教室をmeetで繋ぐこともあ
ります。もっと詳しくなっておけばなと今になって思います。

主に小学校１年生から高校３年生までの女の子を担当してい
ます。一日の業務内容としては、子どもの起床の声かけ、食
事準備、登校の見守り、掃除、洗濯、宿題の見守り、余暇時
間の提供、入浴支援などを行っています。また、通院の必要
な子どもがいた場合は引率も行います。その他、保護者の方
と連絡をとったり、地域との連携として各学校の先生方と情
報交換をしたり、こども家庭センターと協議も行っています。
子どもが学校へ行っている時間に環境整備をしたり、会議や
委員会活動も行い、子どもにとって安心で安全に過ごせる場
所の提供に励んでいます。

成育歴より自尊心の低い子どもが多いため、どうしてもマイ
ナスに考えがちの子どもが多いです。その為、褒められる経
験を増やし自信を付けてもらいたいと考えています。子ども
のチャレンジ精神を伸ばし、経験や学びを増やせられるよう
な支援をしていきたいと考えています。

何事にもチャレンジしてみてください。仮に失敗をしたとし
ても、大人の失敗体験もこれから社会に出ていく子どもに
とっては貴重な資料の一つです。発達障害を抱えた子どもも
多いため、一つの方法では伝わりづらい事も多いです。その
為、言葉の引き出しをたくさん持っているといいかと思いま
す。大人がすべて正しいわけではありません。しかし、子ど
ものよきお手本となるように行動することが求められます。
自分の努力が営業マンのように数字で反映されるわけではな
いため、目には見え辛いのは確かです。しかし、決して見返
りを求めて取り組む仕事ではないため、子どもへ伝えたこと
がいつか大人になったときに役に立って居たら良いなと思い
関わっています。昨日出来ていなかったことが今日出来る、
そんな場面に遭遇するだけでこの仕事をしていて良かったと
感じますし、日々、子どもの笑顔にパワーを貰っています。
児童養護施設は子どもと共に成長し、社会に出るまでの成長
を見届けることの出来る、数少ない最高の職種であると言え
ます。

Q 　資格取得など、現在の目標（将来の夢）

Q 　現在のお仕事について

神戸市の小学校で働いています。

■ 私が現在持っている資格　小学校教員免許　幼稚園教員免許
私の仕事は、子どもたちに夢を持たせることです。いわば、
新しいことをやりたい。頑張りたい気持ちを育てることです。
子どもの自己肯定感を高める為に効果的なことは、勉強する
ことが楽しい・面白いと感じられることだと実感している途中
です。様々な授業で、目標に沿いながら「楽しい・面白い・
発表したい・授業もう終わったん」という声を目指して教育
研修に取り組んでいます。
また、子ども同士で認め合い、広め合う活動を日々行ってい
ます。自己肯定感を高めると自然と友達に優しくなっていき
ます。この調子で、「学校イチ優しくて温かいクラスを作ろう」
という学級目標を子どもたちが考えたところです。子どもた
ちが自分で行動しようとしていく姿に毎日喜んでいます。
私が１番心がけたいことは、子どもを信じることです。絶対
に最後まで信じ続ける気持ちを子どもたちに伝え、安心して
チャレンジできる教室を作りたいと考えています。

「信じてもらっているからこそ、頑張りたい。信じてもらって

いるからこそ失敗しても大丈夫。」そんな場で、日々の授業や
生活を通じて自信を持って、夢を実現できる力を付けていき
たいです。
何度も失敗して、自信を持てている今の自分がいます。それ
は「お前なぁ。」と何度も言いながら優しくしてくださったゼ
ミの先生や、一緒に失敗して泣いたり悔しがったりした大学
での友達が離れずいてくれたからです。そんな、深い繋がり
があったからこそどんなことにも飛び込む勇気を持つことが
できたと感じています。

したいことをするに尽きます。ボランティアや旅行、自然学
校のリーダー、六甲全山縦走、アナウンサーのお手伝い、モ
デル、地元の観光PR活動など、大学生だからできることは
たくさんあります。しかし、して終わりでは意味がありませ
ん。いろんな場所を知り、いろんな人で出会うことが大切です。
出会った人と関わり、自分の価値観やアイデンティティを確
立させながら、視野を広げて成長していってください。大学は、
失敗と成功を繰り返し、再チャレンジができる場所です。そ
したら、自己肯定感も高まっていくことでしょう。でも、謙虚
さは忘れずに！

校友インタビュー

白木 周子（旧姓 松本）さん

社会福祉学部 社会福祉学科 16期生
平成27年度（平成28年３月23日卒業）

桜谷福祉会
児童養護施設さくらこども学園

女子棟管理者・小規模グループケア担当

竹原 有希さん

教育学部 児童教育学科 ４期生
令和２年度（令和３年３月23日卒業）

神戸市立西郷小学校

Q 　資格取得など、現在の目標（将来の夢）

Q 　就職活動や学生生活について、
　後輩へアドバイス

Q 　就職活動や学生生活について、
　後輩へアドバイス

Q 　就職活動や学生生活について、
　後輩へアドバイス

Q 　現在のお仕事について

Q 　現在のお仕事について

Q 　資格取得など、現在の目標（将来の夢）

新川 明莉さん

看護学部 看護学科 12期生
令和２年度（令和３年３月23日卒業）

三原市立糸崎小学校 養護教諭
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令和５（2023）年度　関西福祉大学大学院　入試概要　 ※詳細は学生募集要項でご確認ください

令和５（2023）年度　関西福祉大学　社会福祉学部　社会福祉特別選抜　入試概要

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日

9/1（木） ～ 9/20（火）消印有効 9/24（土）〈試験合格発表〉9/30（金）〈課題提出期間〉～10/21（金）　〈最終合格発表〉11/1（火）
　　　　　　　 ※課題の内容によって不合格になることはありません

12/16（金）消印有効
※学費等納入　書類提出

■ 試験科目および選抜方法等
試験科目 配点 総合点 選抜方法

面接 個人面接（オンラインで実施） 100点

250点
総合点の高い順
に合否を決定し
ます

レポート（出願時に登録） テーマ「現在の福祉課題と私が取り組みたいこと」600字以内 100点
志望理由書（出願時に登録） 志望理由について、現在の目標および目標を達成するための学びを踏まえて入力 40点
調査書 全体の学習成績の状況×2 10点

※詳細は入試ガイド（学生募集要項）2023でご確認ください　【お問い合わせ先】入試センター：0791-46-2500

校友会ニュース

見学・相談会を随時実施（オンライン可）　【お問い合わせ先】入試センター：0791-46-2500

～これからの福祉をリードする人材をめざす学生のための特別な入試です～
■ 入試区分：社会福祉特別選抜　校友会推薦方式（専願制）
■ 出願条件：本学校友会の正会員またはその配偶者の２親等以内（兄弟・姉妹・子・孫など）の方が出願できます
■ 合格者の優遇措置：①校友会推薦方式の合格者は入学金が全額（20万円）免除されます
 ②本学で開講している資格講座（介護職員初任者研修、ガイドヘルパー養成研究〈同行援護従事者〉）を無料で受講することができます
■ 入試日程

社会福祉学部２年次前期に開講さ
れているキャリア教育科目『キャリ
ア形成Ⅲ』では、学生生活で修得す
べき情報やスキルについて理解し、
主体的な学修に繋げることを目的と
して、卒業生を中心とした各分野の
実務者の方々にご講演いただいてい
ます。
第４回は、株式会社ファモアの代
表取締役として福祉と金融の相談業
務を行い、独立型社会福祉士・独立

型FP事務所として活動しておられる社会福祉学部６期生の武田拓也氏に講師を務め
ていただき、「マネープランニング～未来の働き方～」をテーマにご講演頂きました。
受講生からは、「資格の重要性や働きながらも勉強し続けることの大切さがよく分
かった」「卒業生の話を聴いて、独立型社会福祉士という働き方を初めて知り、福祉
の視野が広がった」「さまざまな経験をすることが大事だと感じた。サークルやアル
バイト、資格取得など学生のうちにできることをがんばろうと思った」など、将来
に向けてできることを前向きに考える機会となったとの感想が多く寄せられました。
さまざまな経験を踏まえた卒業生の皆様のお話は、学生たちにとって新たな視点
に気づいたり、資格取得など学生生活での目標を確認したりできる貴重な機会となっ
ています。キャリア支援や就職支援に対しまして、引き続きのご支援をよろしくお
願いいたします。

社会福祉特別推薦「校友会推薦方式」の募集開始
より３年目を迎えます。
本入試は、さまざまな生活課題に関心を持ち、これ

までに身につけた知識・技術や経験等を、大学で専門
的に学修することで、さらに高度専門的知識・技術を
身につけ、社会福祉の発展に対して強い使命感をもっ
たこれからの福祉をリードする人材（ソーシャルワー
カー）を目指す人に対して積極的に門戸を開く社会福
祉学部に特化した、総合型選抜（特別選抜）です。
2022年度初めての２名の入学者がありました。い

ずれも本学卒業生の兄弟・姉妹の方です。校友会と
しても、卒業生のご家族が関西福祉大学にご入学い
ただき、校友会会員となっていただく循環を生み出す
ことができる入試として、関西福祉大学マインドを引
き継ぐ人材を育てたいと熱い思いを持って設立いた
しました。
2023年度学生募集の出願条件は、下記のとおりで

す。合格者の方には入学金全額（20万円）が免除され、
校友会より助成をしております。卒業生の皆様には、
本学の授業やキャリア支援、またオープンキャンパス
にもご参加いただくなど、多くのご支援をいただいて
いるところです。今後も校友会としても学生のみなさ
まを積極的に応援し、社会で活躍できる人材を共に
育成していきたいと考えております。

社会福祉学部『キャリア形成Ⅲ』での
卒業生講演

社会福祉特別推薦による
初めてのご入学

研究科名 入試区分および試験科目 日程 出願期間 試験日 合格発表日

社会福祉学研究科
【修士課程】

■ 学内推薦入試：小論文・面接
■ 一般入試：英語・専門科目・面接
■ 社会人入試：小論文・面接
■ 社会人キャリア推薦入試：口頭試問

Ⅰ期 ９/１（木）～ ９/14（水）消印有効 ９/２４（土） ９/３０（金）

Ⅱ期 １/25（水）～ ２/ ８（水）消印有効 ２/１８（土） ２/２４（金）

教育学研究科
【修士課程】

■ 一般入試：専門科目（学校教育学一般）・面接
■ 社会人入試：小論文・面接

Ⅰ期 11/９（水）～ 11/23（水）消印有効 １２/３（土） １２/９（金）
Ⅱ期 １/25（水）～ ２/ ８（水）消印有効 ２/１８（土） ２/２４（金）
Ⅲ期 ２/23（木）～ ３/１（水）消印有効 ３/１１（土） ３/１５（水）

看護学研究科
【博士前期課程】

■ 一般入試：英語・専門科目（看護一般）・面接
■ 社会人入試：小論文・面接
■ 社会人キャリア推薦入試：口頭試問

Ⅰ期 ８/24（水）～ ９/７（水）消印有効 ９/１７（土） ９/２２（木）

Ⅱ期 １/25（水）～ ２/ ８（水）消印有効 ２/１８（土） ２/２４（金）

看護学研究科
【博士後期課程】 ■ 一般入試：英語・小論文・口頭試問

Ⅰ期 ８/24（水）～ ９/７（水）消印有効 ９/１７（土） ９/２２（木）
Ⅱ期 １/25（水）～ ２/ ８（水）消印有効 ２/１８（土） ２/２４（金）

武田 拓也 氏
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お問合わせお申込みは右記までご連絡ください

Information

インフォメーション
新規採用 （令和４年４月１日付）

社会福祉学部 社会福祉学科 原　　弘輝 助教
教育学部 児童教育学科 橘堂　弘文 特任教授
教育学部 児童教育学科 中田　浩司 講師
教育学部 保健教育学科 清水　菜月 講師
教育学部 保健教育学科 平塚　卓也 講師
看護学部 看護学科 小竹　雅裕 助手
看護学部 看護学科 前川　美里 助手
看護学部 看護学科 三木　愛理 助手
看護学部 看護学科 山本　まゆ 助手
教職センター 山口　偉一 教職センター教授

昇　　任 （令和４年４月１日付）

社会福祉学部 社会福祉学科 有田　伸弘 教授
社会福祉学部 社会福祉学科 岡﨑　幸友 教授
社会福祉学部 社会福祉学科 藤原　慶二 教授
社会福祉学部 社会福祉学科 熊野　陽人 准教授
教育学部 児童教育学科 廣　　陽子 教授
教育学部 保健教育学科 吉岡　　哲 教授
教育学部 保健教育学科 市橋真奈美 准教授
教育学部 保健教育学科 大沼　勇人 准教授

看護学部 看護学科 岡山　加奈 教授
看護学部 看護学科 妹尾　未妃 講師
看護学部 看護学科 髙岡　宏一 講師
看護学部 看護学科 沼田　由美 助教

新規就任 （令和４年４月１日付）

教育学研究科 小野間正巳 研究科長

退　　職 （令和４年４月１日付）

教育学部 児童教育学科 鈴木　幹雄 教授
教育学部 保健教育学科 岡澤　祥訓 特任教授
教育学部 保健教育学科 野々上敬子 特任准教授
看護学研究科 原田　春美 特任教授
看護学部 看護学科 掛田　崇寛 教授
看護学部 看護学科 福岡　泰子 准教授
看護学部 看護学科 室谷　実愛 講師
看護学部 看護学科 三上　眞美 講師
看護学部 看護学科 蔭谷　陽子 助教
看護学部 看護学科 池原　麗子 助手
看護学部 看護学科 御村ひさ子 特任講師
教職センター 石原　義行 教職センター教授

人事異動報告

　姓名・住所・電話番号・
勤務先等の変更があり
ましたら、校友会事務
局までお知らせくださ
い。変更手続きはHPサ
イトからも可能です。

住所、氏名等の変更手続きがなければ郵送
物（会報誌等）が未着となりますので、必
ずご連絡くださいますようご協力よろしく
お願い致します。

▲ PCサイトはこちらから

HP・異動報告のお願い等

2023年度　関西福祉大学入試情報
入学金・授業料の減免制度等について ※詳細は学生募集要項でご確認ください

制度名 対象課程 減免対象 減免・給付内容 減免期間等
大学院入学金全額免除 大学院 関西福祉大学卒業生および修士課程・博士前期課程修了生 入学金を全額免除 入学時のみ

関西福祉大学大学院
への進学者授業料
減額特例制度

大学院
※看護学研究科
博士後期課程は
除く

Ａ
以下のいずれも満たす者
・関西福祉大学卒業生
・成績優秀者であると認められる者

授業料の 1/2 を
減額

入学より２年間
（長期履修の場合３年間）

Ｂ 経済的な理由で年間学費の全額負担が困難な者 授業料の 1/2 を
減額

入学より２年間
（長期履修の場合３年間）

関西金光学園
卒業生子女
特別奨学金給付制度

学部・大学院
関西金光学園の設置する学校（関西福祉大学 〈大学院
含む〉、金光藤蔭高校、金光大阪高校、金光八尾高校、
金光八尾中学校、金光大阪中学校）を卒業した者の子
女が、関西福祉大学 〈大学院を含む〉）に入学したとき

入学金の 1/2
相当額を給付 入学時のみ

関西金光学園
兄弟姉妹特別奨学金
給付制度

学部・大学院

2023 年度入学試験に合格した入学志願者の兄弟姉妹
が次の①または②のいずれかに該当しているとき
① 兄弟姉妹が関西金光学園の設置する学校（関西福祉

大学 〈大学院含む〉、金光藤蔭高校、金光大阪高校、
金光八尾高校、金光八尾中学校、金光大阪中学校）
に在籍している（2023 年３月卒業含む）

② 関西金光学園の設置している学校の 2023 年度入学
試験を兄弟姉妹２名以上で受験し、合格後２名以上
が同時に入学する

入学金の 1/2 相当
額を給付 入学時のみ

社会福祉特別選抜　
校友会推薦方式　
合格者の優遇措置

社会福祉学部 社会福祉特別選抜　校友会推薦方式の合格者

①入学金を全額免除
② 本学で開講している

資格講座（介護職
員初任者研修、ガ
イドヘルパー養成
研修を無料で受講
することができる

①入学時のみ
②合格後～卒業までの
　期間

ご結婚される卒業生の方に、
校友会より祝電をお送りします。
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校友会20周年記念はりま支部研修会

2022年10月15日（土） 加古川プラザホテル　14：00開始
対象者▶関西福祉大学卒業生
参加費▶無料
講　師▶廣田  恭佑 氏

お申し込みはこちらから→


