
会長挨拶

平成 27 年度校友会総会報告

学年同窓会 新役員ご報告

　残暑厳しい日々ですが、卒業生の皆さまにはお元気にご活躍のことと思います。社会福祉学科の
大野まどかと申します。
　私は大阪人間科学大学の開学と同時に着任しました。その間、多くの学生の皆さんと出会い、そ
して卒業されるのを見送って参りました。ゼミや学科が違うと、なかなか卒業後どのように活躍さ
れているのかを知る術がないのですが、今年の校友会総会シンポジウムではコーディネーターとし
て参加させていいただき、卒業生の方々と一緒にお話をする機会を得ました。本学で過ごした時間
や学んだことをさまざまな形で活かしながら精一杯頑張っている姿に接することができ、誇らし
く、嬉しく思いました。
　本学では来年度、理学療法学科が開設されますと6学科体制となります。卒業生の皆さまの中に
は、随分と学びの内容が多様になったのだなあ、驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。しか
しながら、学生同士の会話を聞いていますと、サークル活動やさまざまな機会を通じ、学科・専攻
を超えて友人や仲間を作っていることが分かります。学年を超えたタテの関係だけでなく、ヨコの
関係も広がっていることを感じます。本学の良さは教員と学生との距離が近いだけでなく、こう
いった学生間の関係やネットワーク作りにもあると考えます。
　皆さまも忙しい日々の合間に母校を思い出した折には、是非とも友人同士連絡を取ったり、時に
は懐かしい教員や職員に会いにふらりと立ち寄ってみてください。在校生、卒業生、皆で手を携え
て繋がりあえる大学を一緒に造っていきましょう。（８月記）

　このたび４期生を対象とした学年同窓会を行います。
　４期生の方には別紙返信用はがきを同封しております。
　久しぶりに母校に戻り、当時の友人、先生方や職員の方々
との語らいの場となれば幸いと考えております。ささやかで
はございますが、お食事とお飲み物は校友会でご用意させ
ていただきます。
　皆様お誘い合せの上、お越しください。
　なお、当日は、大学祭も開催されております。模擬店やイ
ベントなど楽しんで頂ければと思います。

会　　長	 赤木　健一	 社会福祉学科	 1期生

副 会 長	 野村　正基	 社会福祉学科	 4期生

副 会 長	 南　　陽介	 環境・建築デザイン学科	 5期生

書　　記	 奥野　　彩	 環境・建築デザイン学科	 5期生

広　　報	 田中　祐次	 環境・建築デザイン学科	 9期生

会　　計	 渡辺　和美	 社会福祉学科	 2期生

会　　計	 安川　万耶	 環境・建築デザイン学科	 9期生

会計監査	 中辻　陽子	 社会福祉学科	 2期生

【日時】平成27年10月25日12時より
【場所】庄屋学舎	B401	教室予定

　毎年恒例の校友会総会を6月に開催し、卒業生・教職員含め40
名の方々に出席頂きました。例年顔を見せてくれる卒業生もいれ
ば、初めて出席される卒業生もおられました。学長、副学長をは
じめ多数の教員、職員にもご出席頂き終始和やかな雰囲気で会
を進めさせて頂きました。ただ、毎年卒業生の出席率が減ってき
ており、案内の工夫やイベント内容など今後の課題を感じていま
す。
　今年も去年に引き続き卒業生によるトークライブを企画し、
コーディネーターに社会福祉学科の大野まどか先生を迎え、卒業
生からは1期生の高橋健太さん、4期生の澤田めぐみさん、5期生の

秋葉理乃さんに登壇頂きました。3人はいずれも医療、社会福祉現
場で働いており、大学で培った事を胸にご活躍されています。特
に医療、社会福祉現場で活躍されている卒業生が多い中でとても
刺激になるお話を伺うことができました。登壇頂いた皆様の更な
る飛躍を期待しております。
　会の最後に懇親会を開催し、卒業生同士の交流や久しぶりに再
会した先生方との語らいの場となりました。皆様、少し大学時代
に戻られたように感じました。これからも校友会では、卒業生が
集まる機会、先生方との再会の機会を提供し、大阪人間科学大学
の発展に寄与していきたいと思います。

　今年は格別に残暑が厳しいようですが、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上
げます。
　さて、本会も10年目を迎え、今年は役員改選も実施させて頂きました。今後もより一層卒業生の
皆様や大学の支援の為に尽力していきたいと考えております。
　健康心理学科10周年、社会福祉学科15周年を迎え、本学も確実に歴史を積み重ねております。
我々校友会は、大学の周年行事への協力など母校の為に様々な活動を思案しております。また、
ホームページの開設も行い、ネットからの住所変更やお問い合わせができるようになっておりま
す。校友会のイベントなどもトピックスに挙げていきます。大学のホームページとリンクしており
ますので、ご活用下さい。
　今後とも卒業生からのご意見やご感想を受けながら、今後の発展に努めていきたいと考えていま
す。
　本学におきましては、来年度に理学療法学科を開設予定となっており、今後の発展に期待したい
と思います。校友会としても、変化していく大学の取り組みに対して、どのような関わりができる
のか考えていきたいと思います。
　この会報が、少しでも皆様に大学の現状を知って頂けるものとなれば幸いです。（８月記）
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大野まどか

大阪人間科学大学校友会　会長
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編集後記 住所を変更した場合

ホームページ開設

　辻茂樹と申します。大学時代は、人間環境学科吉田ゼミに所属していました。
　大学卒業後、一般企業に就職いたしましたが２年後に退職しフォトグラファーの道に
いきました。学生時代に、カメラの魅力を感じやはり将来はフォトグラファーになりた
いと思い行動しました。
　昨年12月までの３年６ヶ月は、フォトグラファーの師匠のもとで弟子として働きまし
た。　今年、１月からフリーランスとなり元々師匠がLAでフォトグラファーだったとい
うこともあって渡米しました。日本とは違った、アメリカでの活躍されてるフォトグラ
ファーの価値観、写真の空気感などを感じ帰国しました。
　まだまだ、フォトグラファーとして未熟ですが、尊敬する師匠のようになるために日
本だけでなく世界にも視野を広げて活動していこうと思っております。カメラの魅力
は、カメラを通じてたくさんの方々にあえるコミュニケーションのツールだと思ってい
ます。きれいな風景、かっこいいモデルなどを自分なりの色や個性を足して表現できた
ときなどは、本当に最高です。
　フォトグラファーとしてのホームページがありますので、良ければみてください。
http://www.shigeki-tsuji-photographer.info

　本学では来年度から理学療法士学科を開設され、これで
言語聴覚専攻、視能訓練専攻と医療分野に関わる学科、
コースが充実してきおります。当初、社会福祉学科と人間
環境学科からスタートし、開学から15年を迎えており、多く
の卒業生を社会に輩出し歴史を積み重ねてきたと感じてお
ります。ただ、15年歴史を重ねることで見知った先生方の
退職や学科の閉設などもあり、時代の変化も感じておりま
す。校友会はその大学の歴史を今後も引き継いでいけるよ
う活動して参りたいと思います。

　今年も開催する学年同窓会もそ
うですが、卒業してからも母校に集
まり語らう場を提供し、卒業してか
らも大学と関わる機会を作っていき
たいと思います。

　校友会では、以前から準備を進めておりましたホーム
ページを正式に立ち上げることとなりました。すでに大学の
ホームページからリンクも接続しております。
　ホームページ開設にあたっての利点としては、大学、校
友会からの情報を知ることができる。住所変更やその他お
問い合わせがメールで簡単にできる
という事にあります。大学行事や校
友会からのイベントなど今後も発信
して参りますのでよろしくお願いい
たします。

http://www.ohs-koyukai.jp/

●卒業年度	 ●卒業学科及びコースもしくは研究科
●氏名（旧姓）	 ●変更のあった点（氏名、住所等）

以上４点を明記の上、下記の方法でご連絡ください。

手紙でのご連絡
〒566-0012　大阪府摂津市庄屋1-12-13
大阪人間科学大学校友会　宛

メールでのご連絡
ohs_ko_yu_kai@kun.ohs.ac.jp

学園祭について

平成27年度
大阪人間科学大学大学祭

【開催日】
１日目：平成27年10月24日（土）
２日目：平成27年10月25日（日）

【会場】
大阪人間科学大学庄屋学舎

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。お元気でご活躍のことと思います。
　ご存知の方も多いと思いますが、今年度から就職活動のスケジュールが大きく変更され
ました。エントリー・説明会の解禁時期を従来の３年生の12月から３月に、面接などの選考
活動は４年生の４月から８月に、昨年よりエントリー・説明会が３カ月、選考活動が４カ月
遅れとなりました。このスケジュール変更に採用側も学生も戸惑っております。
　また、今年度からは新学科・専攻の学生が就職活動をスタートします。先輩がいない業
界、職種へのチャレンジとなりますので、大きな不安を抱えた就職活動となっております。
　このような状況下での就職活動で、非常に頼りになるのが卒業生の皆様です。毎年、お
礼とお願いをこの場をお借りし申し上げておりますが、採用に関する情報などがございまし
たらご連絡をよろしくお願いいたします。
（キャリアセンター課　TEL：06-6381-3456　MAIL：career@kun.ohs.ac.jp）
最後に、昨年から卒業生の皆様に「就業状況アンケート」を実施しております。お送りいた
だきました内容は、在学生の就職支援に生かしております。今年度も同様のアンケートを実
施しますので、お手数ではございますが、ご協力よろしくお願いいたします。

（キャリアセンター課　伊藤元房）　

　平成27年３月13日第27回社会福祉士国家試験・第17回精神保健福祉士
国家試験の合格発表がありました。今年度は、社会福祉士は全国平均合格
率	27.0％に対して	47.1％、精神保健福祉士は	全国平均合格率	61.3％に対
して	72.7％といずれも全国平均合格率を大きく上回りました。	
　今年度についても、さらなる合格率アップを目指し、模擬試験の回数、講
座時間を増やすなどより充実した対策講座を実施します。

合格者数…	 24人
合格率…	 47.1％
全国平均…	27.0％

合格者数…	 ８人
合格率…	 72.7％
全国平均…	61.3％

社会福祉学科
医療、福祉 77%
サービス業 7%
情報通信業 4%
生活関連サービス業、娯楽業 4%
小売業 2%
公務 2%
建設業 1%
運輸業、郵便業 1%
その他の専門・サービス業 1%
計 100%

自　平成26年　4月1日　　至　平成27年　3月31日
［収入の部］　（金額：円）
科　目 会　費 雑収入 合　計

前年度
繰越金

環境・建築
デザイン学科 社会福祉学科 健康心理学科 大学院 小計 雑収入 寄付金 参加会費 小計

予算額 35,900,852 1,110,000 2,730,000 2,910,000 0 6,750,000 42,650,852
決算額 35,343,958 1,020,000 2,790,000 2,160,000 0 5,970,000 199 20,000 2,000 22,199 41,313,958

備　考 平成25年度 ＠30,000円
	×	34名

＠30,000円	
×	93名

＠30,000円	
×	72名 199名分 銀行利息 理事長、

学長から ※１

※１　総会参加費＠500円×1名　幹事会参加費＠500円×3	名（H26.1分）	 	 	

［支出の部］
科　目 予算額 決算額 備　考

事業費

卒業祝賀パーティー 600,000 600,000 平成25年度分
大学支援費 600,000 400,000
広報費 2,500,000 900,126 広報誌、広報活動費用
慶弔費 150,000 40,488 退職記念品等
総会費 1,000,000 1,151,474 懇親会、景品、案内印刷、郵送代
イベント運営費 500,000 159,612 学年同窓会
小　計 5,350,000 3,251,700

運営費

役員会費 250,000 176,677 定例会等
幹事会費 50,000 17,078
通信費 100,000 5,313
事務備品費 200,000 24,755 事務用品・備品・消耗品等
交通費 250,000 199,460
小　計 850,000 423,283

予備費 550,000 536,544 平成26年度卒業の方への記念品として
積立基金繰入支出 1,000,000 1,000,000 学園・大学の周年記念への積立
小　計 7,750,000 5,211,527
次年度繰越金 34,900,852 36,102,431
合　計 42,650,852 41,313,958

自　平成27年　4月1日　至　平成28年　3月31日
［収入の部］（金額：円）

科　目 予算額 備　考
前年度繰越金 36,102,431 平成26年度
会費 9,000,000 ＠30,000円	×	300名
合　計 45,102,431

［支出の部］
科　目 予算額 備　考

事業費

卒業記念品費 600,000 平成2７年度分
大学支援費 600,000
広報費 2,000,000 広報誌、広報活動費用
慶弔費 150,000 退職記念品等
総会費 1,200,000 懇親会、景品、案内印刷、郵送代
イベント運営費 300,000 学年同窓会
小　計 4,850,000

予備費

会議費 250,000 定例会等
幹事会費 50,000
通信費 100,000
事務備品費 200,000 事務用品・備品・消耗品等
交通費 250,000
小　計 850,000

予備費 800,000
積立基金繰入支出 1,000,000 学園・大学の周年記念への積立
小　計 7,500,000
次年度繰越金 37,602,431
合　計 45,102,431

環境・建築デザイン学科
建設業 42%
製造業 13%
情報通信業 10%
卸売業 10%
運輸業、郵便業 6%
小売業 6%
その他の専門・技術サービス業 6%
サービス業 6%
計 100%

健康心理学科
小売業 22%
サービス業 16%
医療、福祉 10%
製造業 8%
卸売業 6%
宿泊業、飲食サービス業 6%
生活関連サービス業、娯楽業 6%
情報通信業 4%
物品陳賃貸業 4%
その他の専門・技術サービス業 4%
建設業 2%
運輸業、郵便業 2%
金融業 2%
保険業 2%
不動産取引・賃貸・管理業 2%
教育、学習支援業 2%
公務 2%
計 100%

社会福祉士 精神保健福祉士

@

キャリアセンター

学科別業種別就職状況

卒業生コラム

平成26年度 決算 平成27年度 予算

就業状況
アンケートは
こちらより
アクセスください


