保 護 者 会だよ り
医学部保護者会

会長

渋谷

肇

◆ 2019 年度定例総会
10 月 5 日（土）14 時より、本郷・お茶の水キャ
ンパスのセンチュリータワーで定例総会が開催され、
保護者 530 名が出席しました。
議事は次の通りです。
① 2018 年度会計収支および監査報告
矢崎副会長、池田監事より、昨年度の収支状況
の説明および監査報告を行いました。

定例総会の様子

② 2019 年度予算案

矢崎副会長より、前年度予算からの変更点について説明し、全会一致で承認されました。
③ 2020 年度会長・監事選任について
2020 年度会長に現 5 年生役員の宇都宮正範氏が、監事に現 4 年生役員の水川浩一氏が役
員会にて選出された事を報告し、承認されました。また、現 5 年生役員監事の佐野勝樹
氏の再任が承認されました。
総会に続き、来賓としてご出席を賜った服部信孝医学部長、齋藤一之学生部長、永原章仁教
務委員長より、大学の現状や学生生活・カリキュラムについて、スライドを用いてご講演いた
だきました。その後、学年毎に会場を分けて学年別懇談会が行われ、各学年の授業を担当する
先生方から学生の様子をお話いただきました。
続く懇親会では、保護者の皆様は先生方を交えて情報交換をしながら親睦を深めているよう
でした。
この場を拝借しまして、ご出席いただきました先生方、ご尽力いただいた事務局の方々に深
く感謝致し、御礼申し上げます。

スポーツ健康科学部保護者会【さくら会】

会長

中谷

勝利

9 月 8 日 ( 日 )、東京湾を北上した台風 15 号は千葉県をはじめとする 1 都 6 県に多大な傷
跡を残しました。台風の進路上にあったさくらキャンパスも、周辺地域とともにしばらくの間
停電してしまったようでした。キャンパス最寄の酒々井駅との間の道路も冠水し、クラブ活動
のためなどでキャンパス内に残っていた学生たちも、数日間は不自由な生活を強いられたよう
ですが、大学職員の方々のご尽力もあり、外傷や食中毒などの傷病者を出すこともなく、無事

J untendo

60

No.3 0 7

保護者会だより
に乗り切ってくれたようです。
その後にやって来た台風 19 号は、さらに広範囲に爪痕を残していきました。今年も自然災
害が多く、各地で豪雨や地震が起きています。被害に遭われた方々に対し、心よりお見舞い申
し上げます。
◆保護者懇談会
本年度は 8 月 24 日（土）の新潟、25 日（日）の郡山、31 日（土）の広島と 9 月 1 日（日）
の福岡の 4 ヶ所の地方会場と、9 月 8 日（日）のさくらキャンパスで計 5 回、保護者懇談会
を開催致しました。新潟は 16 組 22 名の、郡山は 12 組 18 名の、広島は 12 組 19 名の、福
岡は 18 組 28 名の、そしてさくらキャンパスは 305 組 451 名の保護者に参加いただきました。
皆様のご協力で各会場とも滞りなく執り行うことができました。ご協力くださり有難うござい
ました。
全国から学生が集まる学部なので、
「懇談会の開催地の選定」は役員会での主な議題の一つ
です。役員会では、さくらキャンパスまでお越しいただけない遠方にお住まいの保護者の方に、
一人でも多く足を運んでいただけるよう時間をかけて話し合いました。また、多くの保護者が
参加されるさくらキャンパスでの開催については、混乱を起こすことなく、できるだけ多くの
方のご要望にお応えできるよう時間配分や人の配置などに気を配りました。昨年度は断念した
「一年生の保護者に対する寮生活に関連した説明」も、今年はランチタイムを利用して行うこ
とができました。
皆さまにご記入いただいたアンケートは、来年度の保護者懇談会の参考にさせていただきま
す。その中に、さくらキャンパスで「クラブ活動別の保護者の集まりを希望」とのコメントを
いただきました。これは実は 7 月の役員会でも議題に上がっておりましたが、
「時間が取れず、
人が配置できない」という理由で断念いたしました。来年度の検討課題とさせていただきます。

医療看護学部保護者会

会長

林

文昭

◆１年生保護者会報告
10/19（土）
、浦安キャンパスにて医療看護学部 1 年生保護者会懇談会を開催し、34 名の方
にご参加いただきました。遠方からは広島、滋賀、愛知、静岡県より、また長野、山梨県から
も参加希望がありましたが、台風 19 号の影響で交通機関が運航を中止したため、残念ながら
参加できなかった保護者もおられました。
はじめに学部長の工藤綾子先生からご挨拶をいただきました。1 年生はこれから順天堂のカ
ラーを作りながら、学生時代の 4 年間をどう充実させるか、学生生活・自治会活動への参加
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を通して、学業以外の学び即ち、社会性を大いに身につけていただきたいというお話をいただ
きました。次に学生部長の岩渕和久先生よりご挨拶と学生部委員の川島先生のご紹介、一人暮
らしをしている生徒への防犯対策や、自然災害時における通学や実習中などの避難経路や連絡
手段等々、家族で再確認してほしいとのお話がありました。教務副委員長の櫻井しのぶ先生か
らは教務委員の金子先生のご紹介、カリキュラムについての説明をいただきました。履修の注
意点や成績評価の厳しさ、国家試験の難しさを聞いて身が引き締まる思いがいたしました。保
護者からは GPA についての質問や、海外研修についての質問がありました。
後半は茶話会形式でお菓子をいただきながら先生方や保護者同士の交流も出来、楽しい有意
義な時間を過ごすことができました。（1 年役員：鈴木、原田、深川、渡邊、高野（筆者）、斉藤）
◆保護者サロン
10/19( 土 )、20( 日 ) と浦安キャンパスにて
順華祭が開催されました。保護者会は毎年恒例の
「保護者サロン」を設け、1 年間の主な行事や学
生のボランティア活動等を写真と映像でご紹介し
ました。
初日の朝は雨天で肌寒かったのですが、2 日目
は天気も回復し、合わせて約 80 名の方にご利用
和やかなひとときでした

頂きました。皆さま、和やかな雰囲気の中でお茶

を飲みながら保護者同士の交流の場としても過ごして頂けたようでした。ご協力頂きました皆
様に心より感謝いたします。どうも有難うございました。
保護者会ではこれからも大学および事務局と連携し、保護者の交流や学生のサポートにつな
がるよう、活動の更なる充実を目指し検討してまいります。
（会長

保健看護学部保護者会

会長

阿部

林

久美子

１. 保護者会役員奉仕活動
9/28（土）、キャンパス校庭の清掃奉仕活動を
実施致しました。役員の皆様の協力を得て、今回
で第 3 回目の活動を実現することができました。
吹く風が心地よい秋晴れの日、正門からエント
ランスへ続く広々とした道、そして、いつも子ど
もたちの学生生活を温かく見守ってくださるキャ
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ンパス周辺地域の皆様へ感謝を込めて、1 時間ほ
ど時間をかけてグラウンド周辺のゴミ拾いなどの
見回りを致しました。
この活動は、子どもたちの道徳心を涵養するた
めに、
「私たちができる小さなことから始めよう」
という歴代の保護者会役員の皆様の想いを受け継
いだものです。今後も役員および保護者会会員の

ご参加いただいた皆さま、有難うございました

皆様にも広く呼びかけ、活動を継続していきたい
と思っております。
じゅんしょうさい

２．順 咲 祭
10/26（土）～ 27（日）に行われた大学祭（第
10 回順咲祭）に、本年も保護者会から手打ちそ
ば店『順天庵』を出店いたしました。
回数を重ねるごとに役員の皆様のそば打ちの腕
も上がり、本格的なそば打ち用具に相応しい腕前
を披露することができました。何よりも、心のこ
もった手打ちそばを来場された皆様に提供するこ

そば打ち名人が真心を込めて作りました

とができたことが大変嬉しく、そして『順天庵』
の屋号も年々広まり、毎年楽しみにしてくださっ
ているとの喜ばしい声も聞こえてきました。
つかの間の時間ではありましたが、役員の皆様
と力を併せ、子どもたちと一緒に大学祭を盛り上げ、
保護者会会員の皆さまとの懇談の場としても有意義
な空間を創り、有意義な時間を共有することができ、
とっておきの思い出の 1 ページになりました。

国際教養学部保護者会

保護者会役員OBによる実演

会長

森口

彰男

9/21（土）
、臨時役員会を開催致しました。本会のトピックスは何といっても、『TOEIC 受
験料補助及び報酬金支給』に関する制度の制定・運用の開始を決定したことです。
国際教養学部保護者会では、第二外国語の検定に合格した学生に対する受験料補助制度の運
用を昨年度から開始していますが、多くの企業が新入社員採用時に参考としている TOEIC に
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ついても、受験料の補助と報酬金支給の制度運用
を開始することと致しました。
この『TOEIC 受験料補助及び報酬金支給』制
度については、国際教養学部の学生が、来るべく
就職活動に向けて、そしてグローバル市民たる素
地を確立するためにも、保護者会として、1 日も
早く導入したいと考えていたものでした。今回、

臨時役員会の様子

大学側のご理解もいただき、私たちの悲願が結実
した形となりました。本制度の概略は以下の通りです。

・2 年生の 1 月以降、TOEIC L&R を受験した際、初回受験料 5,830 円を補助する。
・2 回目以降の受験において一定のスコアを記録した場合、報酬金を支給する。
なお、報酬金は、900 点以上 10,000 円、800 点以上 6,000 円、700 点以上 3,000 円とし、
各スコアに対し 1 回、各スコアの合計の支給回数 3 回を限度と致します。制度の詳細は、別
途学生並びに保護者の皆様に周知させていただく予定です。
国際教養学部保護者会は、この他にも、学生の学習・生活環境の充実や、保護者間の繋がり
を目指し、日々活動を続けております。今後共、皆様のご理解とご支援のほど、よろしくお願
い致します。

本郷・お茶の水キャンパス

保健医療学部保護者会

事務長

伊藤

嘉章

◆保健医療学部保護者会 設立準備について
10/19（土）
、保健医療学部の保護者会設立に向けた第 1 回目の打合せ会が開催されました。
保護者会は「順天堂大学の教育理念実現のため、本学と保護者との連携を密にし、教育効果
の向上に資すると共に、併せて会員相互の親睦を図ること」を目的としております。出席者は
代田浩之保健医療学部長、坂野康昌保健医療学部学生部長、保護者会役員内定者 5 名と事務
局員です。
代田保健医療学部長のご挨拶、そして坂野学生部長より保護者会設立の趣旨説明の後、「保
護者会会則」
「保護者会費」「修学援助基金規約」「2020 年度保護者会年間予定」等の各案に
ついて協議しました。
今後は、来年 4 月の「保健医療学部保護者会設立」を目指して引続き準備して参ります。
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