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①・HP内に専用の入力フォームからの送信 
　 ・下記宛先に変更事項をご連絡ください。 

　 ・お電話でも受け付けております。 

変更内容に加えて次の項目を添えてください。 
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「同窓会会員 
　　同窓会と大学の 
　　　 クロスポイントを目指して」 
 

「変えるべきものを 
　　　変える勇気を・・・」 
 

Mitsuharu Akudo Shinobu Goto
同窓会会長　後藤志信 同窓会名誉副会長 

大学副学長・大学宗教主任 

 阿久戸光晴 

聖学院大学での経験をふまえて 
自分はどうかわったか？ 

 

今春入学予定者は聖学院大学で 
どのようなことを経験したいか?

Q1

聖学院大学のイメージ 
 
 

今春入学予定者は選んだ理由 
在学生・卒業生は大学生活等を基に 

事務局からのお願い 

Q2

A. 聖学院大学では大学の教授と共に色々

なことをやりたいと思います。なにをや

りたいかなどの明確な目標はありません

が、高校の時とは違い厳しい規制もなく 

自由に行動したいと思っています。 

A. 聖学院大学は周知の通り面倒見が

いいことで有名なので、教授から指導な

どのサポートしていただけると思い、幅

広く行動するにはとても助かるので志

望しました。 

A. とにかく善良な方ばかりでした。先生

方だけでなく職員、学生までも、争うこと

を好まず、平和的な人達だから、何処で

も誰であっても受け入れてくれる、そん

な家庭的なイメージは、今も学生の頃と

変わっていません。 

A. 聖学院大学は下町のような人情味溢

れる学校だと思います。他の大学に比べ

て生徒数が多いとは言えません。しかし 

生徒同士の仲がとても良く皆が知り合い

と言っても過言ではないでしょう。先生

や職員の方々も非常に親切で、学校全体

が明るい雰囲気に包まれています。 

A. 自分がより積極的になったと思います。

以前は与えられたものをただこなしたり 

その範囲内でしか出来なかったのに対し 

聖学院では何も無い所から作り上げたり 

こちらから何かを投げかけることが多かっ

た。このことは今の仕事に大変な効果を

もたらしてくれています。 

A. 僕が聖学院大学に入学して一番変わっ

たことは、何か自分から行動をおこすよう

になったことです。大学では何もしなけ

れば何もおこらないことに気づき、ボクシ

ング部に入り学内の様々な活動に積極的

に参加しました。その結果、普通に生活し

ていてはできないような経験と多くの友

人を得ることができたと思っています。 

①郵便番号・住所・電話番号・ 
メールアドレスを変更されたい方 

 
②「みなさまの近況報告」を 
お知らせください。 

学籍番号＋旧姓（フリガナ）＋ 
ご勤務先と仕事内容＋Eメールアドレス 

近況報告＋お写真（デジカメデータの場合、 

６４０×４８０ピクセル以上） 

 

②・HP内にご投稿フォームからの送信 
　・郵送・e-mailでも受け付けております。 
 　・原稿と一緒にお写真を添えてください。 

上記項目に加えて次の項目を添えてください。 

　ご卒業おめでとうございます。卒業式は、英語で学位が与

えられる「graduation ceremony」という語と新しく始ま

る「commencement」という語があります。このスタート

に際し、私はみなさんに、「恩師・職員・知人・家族との人間

的な連携や絆をとりながら、出発していただきたい」と申し

上げます。卒業後困難に直面することは避けられませんが 

その時これは宿命だ、もうだめだと私たちはあきらめがち

ですが、突破口はどこかにあります。 

　ラインホールド・ニーバーの祈りに、「変えることのできな

いことを受け入れる心の平静さを与えてください。変える

べきものを変える勇気を与えてください。そして、変えるこ

とのできないことと変えるべきこととを識別する叡智を与

えてください。」という言葉があり

ます。私はこの教えを、同窓生に

なる卒業生のみなさんに贈ります。 

　今後の同窓会は、まずは会員同士のコミュニケーション 

を活性化してまいります。ホームページを立上げましたので 

このコミュニケーションスペースにおいて、たとえば自営業

の方を取り上げ、会員特典などをフックとして、同窓生同士

の直接的な接触、交流の機会拡大を願って企画しています。

また、在校生、母校への支援という観点では、ASFへの募金

活動、学生会館や学生バス、現在計画中の奨学金制度等へ

の金銭的な支援はもちろん、就職においては、就職センター

との関係を強化し、後輩の相談相手や仕事のやりがいや生

き方というレベルでの情報提供なども実現したいと考えて

います。さらに、生涯教育という観点では、同窓生の更なる自

己啓発ニーズや再就職相談のカウンターパートナーとして 

大学側とのコーディネーションにもトライしてまいります。ス

テップバイステップですが、ご協力、ご声援、何卒よろしくお

願いいたします。（続きはホームページをご覧下さい） 

“commencement ”に際して 
 

これからの同窓会 
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1995年卒業生・同窓会副会長 

出口　理緒 

政治経済学部政治経済学科3年 

中塚　勇介 

今春入学予定者 
政治経済学部政治経済学科 

外口　真大 



同窓会顧問 
大学学生部長 

黒木　章 

同窓会顧問 
大学事務局長 

奥山正彦 

同窓会名誉会 
大学学長 
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　岡村紀男　１部上場企業に９年在籍、親戚が
経営する染色の会社に移り、子会社の社長として
４年間会社（繊維加工）の経営に携わる。1975年
に学校法人聖学院の本部に就職し、女子聖学院
中学高等学校の事務長の勤務を経て、法人本部
で聖学院大学設置業務に従事。1990年に大学
事務局総務担当次長に転任、1996年に就職セン
ター所長に就任し今日に至る。 

　安村　功　2001年政治経済学科卒、絶就研
第２期メンバー、毎日興業株式会社勤務　山口県
防府市出身。幼稚園入園前に埼玉へ転居、聖学
院との接点は、大学から。地元の利を活かし、多彩
なバイト経験をしたことが“勲章”となっている。卒
業後、仕事として本学の設備管理を請け負っている。 

　市村　勇　2003年人間福祉学科卒（対談時
は在籍中）、絶就研第４期（現役）のリーダー、今
春より株式会社キヤノンシステム＆サポートに勤務。
岩手県盛岡市出身。父親の転勤により小学生
時代を山形、中学から高校2年まで大阪、その後
埼玉にと、様々な風土を渡り歩く中で多感な時期
を過ごしたことが、今の自分に少なからずとも影響
しているだろうと振り返る。 

　藤原三千代　1997年欧米文化学科卒、就職
センター勤務、京都府綾部市出身。高校まで地
元で過ごしたが、「キリスト教」をキーワードに本学
を選択。就任直後の岡村所長に指導を受けた“縁”
がきっかけとなり現在に至る。 

就職センター所長 岡村紀男 
　　　　×　　　絶対就職するための研究会 

大学という集団からSEIGという大きなサークルへ。 
 「聖学院でよかった」と思える 
 新たなコミュニティ創造が始まります。 
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参加者プロフィール 
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　ご卒業そして同窓会へのご加入おめでとう

ございます。長い人生で大学生活は特別な意

味があり、ここがあなたの「心のふるさと」にな

ることを願います。 

　昨年から同窓会のホームページも開設され

ました。卒業生から寄せられる便りを拝見する

と、アﾂ結婚したな、頑張っているな、とひとりひと

り学生時代の顔が蘇ってきて実に楽しくなります。

書き込みをしたくなります。全国の大学にさき

がけて始めた聖学院のコンピュータ教育はみ

なさまとの繋がりをこういう形で作ってくれました。 

　あなたの「心のふるさと」であり続けるこの

大学を充実発展させるために、私どもは一層

の努力を続けますので、みなさまには嬉しい時

も苦しい時もここを思い出してください。便りを

ください。いつでも帰ってきてください。そして

後輩たちを愛し、育ててください。ご活躍と神さ

まの御祝福をお祈りいたします。 

　ご卒業おめでとうございます。とにかく、人

生のなかで大学卒業という一区切りがつい

たことは意味深いことです。ましてや、日本で

は10人に4人、世界では100人に1人しか大

学教育を受ける人はいないのですから。 

　ハムレットのせりふをもじったような標題を

つけましたが、「自分は自分の力で生きいく。」

という考えと、「自分は何者かによって生かさ

れている。」という考えの、どちらを自分の人

生観の根本に据えるかは私たちにとって大

きな課題です。自力を信じることはすばらし

いことですし、他者あっての自分の存在を認

めることもりっぱな姿勢というべきでしょう。 

　「生きる？生かされる？それが問題だ」と自

問しながら、楽しい人生、素敵な人生の創

成にチャレンジし続けることを祈ります。 

　ご卒業おめでとうございます。入学・卒業、

新年、新学期などは単なる通過儀礼ではあ

りません。過去を振り返り、現在を見つめ、

未来を展望し新しい決意をするという、良

い節目のときです。どうかこの節目を利用し、

社会人としての今後の方針、目標、計画な

どを真摯に考えてください。現状が不満な

方も居られると思います。不満を解消する

ためには何をすべきか考え、実行してくださ

い。決意し、行動しなければ現状は変わっ

ていきません。 

　チャペル（講堂）建設に関しては今年も

お詫びしなければなりません。しかし、6月頃

には着工し、1年後には完成します。お訪ね

ください。 

　新しい同窓会員皆様のご健康とご活躍

をお祈りし、これからの大学へのご支援を

お願い申し上げます。 

卒業おめでとう！ 

　若いときの想い出を大切に、心の拠りど

ころにしながら、社会生活の原動力にして

いく、そして“心のふるさと”として母校を何

時までも愛していく、それが同窓会の趣旨

であり、人間的繋がりに他なりません。 

　今、大学では新しいチャペル（兼講堂）

や学生食堂・ホールなどの建設に取り掛か

りつつあります。2004年春の完成を目指して、

関係者一同懸命の努力をしております。 

　貴方たちの卒業式には間に合いません

でしたが、完成の暁には、結婚式・披露宴

もできるようにと考えています。人生最高の

日の“ホーム・カミング”を願っています。 

■ キャリアサポートセンター構想とは 

安村　私は入社して２年目を間もなく終え

ようとしています。自分は営業ですので、厳

しさに直面することはありますがあまり苦

に感じてはいません。まだまだ、眺めてい

る状況といいましょうか、自分が取り組んで

いくべき対象がまだ決めきれていない。社

会人として甘いと感じてはいるのですが・・・。 

藤原　卒業して６年ですが、正直申し上げて 

与えられた仕事をこなすだけで精一杯の感

じです。学生さんに指導する立場でもある

ので、これじゃいけないと頭ではわかって

いるんですが、なかなか思い通りに振る舞

えないのが現実です。ただ、幸いなことに、

私はセンターに所属していますから、私自

身が所長に相談に乗っていただけるという

特典はあります。（笑） 

岡村所長　実はセンターでは、現在「キャリ

アサポート構想」を進めています。この考

え方のベースにあるのは、「入学前から卒

業後まで関わっていこう」スタンスです。と

申しますのは、３年生、４年生に対する指導

では間に合わない時代になっているという

ことが一つ、低学年、さらには高校生に対し

ても職業指導や就労観の形成が必要なわ

けです。一方、卒業後２年、３年を経過した

段階で、ミスマッチに悩む方がどんどん増

えてきていることが二つ目の理由です。事

実センターにも転職相談がありますし、こう

した傾向に対応して、センターのスタッフが

CDA＝キャリア・ディベロップメント・アドバ

イザーという資格をとりました。 

　おそらく今後は、卒業２年後、３年後のみな

らず、初期の同窓生の方々のキャリア形成に

関するニーズも顕在化してくるだろうと思

います。現在は、お世話になった先生に対す

る“点”の接点でしかないところを、キャリア

サポートセンターを介して、しっかりしたパ

イプにしていく、そんな意図も持っています。 

 

■ 同窓生のネットワーク作りを考える 

安村　当時の絶就研のメンバーとは、今も

連絡はとっていますね。自然発生的なBBS

もあるようですが、あくまでプライベートな

活動ですね。 

岡村所長　歴代の絶就研のメンバーにつ

いては、卒業後の組織というまでには至っ

ていませんが、キーマンに連絡をとること

は容易にできますし、そこから、横のメンバー

に連絡がとれるネットワークにはなってい

ます。また、市村君たちの絶就研の打ち上

げに際し、この学内での宴とは別に、絶就研

の先輩にも声を掛けようということになっ

ています。さらに、在校生に対する就職アド

バイスを目的とする学内掲示板が立ち上が

りましたので、今後は、この掲示板を絶就研

OB・OGにも開放して、積極的に投稿して

いただけるようにしようと考えています。 

市村　卒業後も学内のホームページにロ

グインできるようになれば、ぜひ協力した

いですね。僕たちの横串についても、ちょ

うど今、議論しているところです。絶就研の

先輩の磯田さんが僕の就職する会社の先

輩にもなりますので、相談に乗っていただ

いています。同窓会の方でそのような場を

設定していただけるようでしたら、とてもう

れしいですね。 

藤原　絶就研を知らない世代もいらっしゃ

るので、事務局としては、同窓会会員全体に

対してのメリットがある程度見えてくれば 

問題ないと思います。 

岡村所長　いずれにしても、同窓生抜きにキャ

リアサポートセンターは語れないと思います。

同窓生に対するキャリアサポートを担うの

は我々ですが、逆に、在校生に対する支援

をお願いすることが必ず出てくる。その際

に同窓生にどんな方がいて、どんな仕事を

しているのかを検索し、可能であれば、適任

者には相談に乗っていただく・・・。そんな

ことが私どもの考える理想的な姿です。そ

ういう意味では、入学時から卒業後までの

状況がデータベース化され、その資源、パワー

をいろいろなものに役立てていく、そんな

しくみ作りが不可欠ですね。 

 

■ 同窓生が大学・在校生にできること 

藤原　同窓会事務局の理念には、『学校貢献』

が掲げられていますので、そういう意味では 

資金面の援助は大きいと思いますね。距離

が離れると、なかなか精神面の支援には限

界があることも事実です。 

市村　うちの大学は、先生、職員と学生の距

離が近いという部分が特徴になっています

から、卒業してからも、ある意味「距離の近い」

大学であって欲しいと思います。逆な言 

い方をすれば、僕達も卒業したら終わり 

というのではなく、何かあったら駆け込み

寺のように戻ってこられる、そんな関係を

維持していきたいと思いますね。 

岡村所長　物心両面に亘る支援、交流とい

うのが理想でしょうね。どちらかというと、

精神面でのつながりを大切にしていただき

たい。モノ・金だけの関係ではあまりに淋し

い。そういう意味では、横のつながり、クラ

スを起点にして、是非、心の連携をキープし

て欲しいですし、絶就研の縦横の絆は、そ

の格好のモデルだと思います。我々も、同

窓生のみなさんと共に、すばらしいコミュ

ニティが創造できることを期待しています。 

ーーありがとうございました。 

 

対談の一部を抜粋しました。 
詳細は、ホームページをご覧下さい。 
http://www.seig-dousou.com/
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