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　心地良い秋風を感じる季節となりました。同窓生の皆
様、いかがお過ごしでしょうか。いつも同窓会活動にご
理解とご協力頂きありがとうございます。
　今年度は、大学が創立されて20年を迎え、大学にとっ
ても記念すべき年となりました。創立当時は、経済情報
学部のみでしたが、今では、3学部6学科となりキャン
パスも様変わりしてきています。また、経済情報学部の
改組改変により平成28年4月には現代ビジネス学部現代
ビジネス学科が開設されることとなりました。経済情
報学部卒業生の方々におかれましては、驚きとともに、
寂しい気持ちを抱いておられることと存じますが、さら
に多くの同窓生を迎えられることを期待したいと思っ
ています。
　来年度は、同窓会組織にとりましても15年目という
節目を迎えます。まだまだ兵鸞会の活動は十分とは言え
ず、また、活動の状況についても十分に伝えきれていな
い等、課題は山積ですが、多くの新役員を迎え、また新
たな決意で、さらなる発展に向けた活動をしていきたい
と思っています。新役員等の体制はWebサイトでご確
認下さい。
　諸先輩方が築いてくださった「兵鸞会」を卒業生、在

学生、教職員の皆様により身近に感じて頂けるように、
15年という節目に向かって役員一同一丸となって、様々
な活動に取り組んでいく所存です。少しでも同窓生の皆
様に「ちょっと参加してみたいな」と思って頂けるよう
な企画を考え、実行していきたいと思います。
　今後とも同窓会活動へのご理解、ご協力をお願いする
とともに、活動に関するご意見等ございましたらお寄せ
頂ければ幸いです。
　最後になりましたが、予期せぬ想定外の自然災害が各
地で起っており、他人事ではないと思い知らされること
が多く、人と人との繋がりの大切さや自分に何が出来る
のかを日々考えさせられます。事件事故等の報道を目に
すると、「そういえばこの地域にあの人が住んでいたよ
うな…」と遠く離れても大学時代を共に過ごした友人を
考えることが増えました。日々の仕事や生活で精一杯に
なり、縁遠くなった友人や先生方も多くなりましたが、
遠くにいても、4年間を共に過ごした仲間に変わりはあ
りません。ふと思い出す懐かしい楽しかった思い出も今
だから話せる思い出話も、兵鸞会の活動を通じて皆様と
出来る日を楽しみにしています。

大学創立20周年を迎えて

兵庫大学同窓会「兵鸞会」会長　髙木　亜紀
栄養マネジメント学科 平成16年度卒業生（第一期生）

・記念式（記念講演会）の開催【11月開催予定】
・特別強化クラブ指定制度の導入（対象団体：女子駅伝部）
・キャンパス内の空撮の実施（ドローン使用）
・記念ロゴマークの作成
・記念グッズの制作
・メモリアルポールフラッグの設置
・同窓会合同記念会報誌の発行
・記念資料館の設置（大学祭同日開催）
・募金事業の開始

兵庫大学創立20周年事業を紹介（全て平成27年度内に実施）



【ファミリー入試】（出願時期：9月中下旬、試験日：10月上旬、合格発表：10月中旬）
ファミリー入試のご紹介　本学では学校法人睦学園の卒業生または在学生から3親等以内の方を対象とした特別の入試を実施しています。こ
の入試で合格し入学されますと、入学金が免除されます。

その他の入試制度
【AO入試（前期）】【経済支援型特別入試】【地域密着型入試】【吹奏楽推薦入試（前期）】【スポーツ推薦入試（前期）】
（出願時期：9月中～下旬、試験日：10月上旬、合格発表：10月中旬）

【公募推薦A日程】（出願時期：10月上～下旬、試験日：11月上旬、合格発表：11月中旬）

【AO入試（後期）】【公募推薦B日程】【吹奏楽推薦入試（後期）】【スポーツ推薦入試（後期）】【社会人特別入試（前期）】
（出願時期：11月中～下旬、試験日：12月上旬、合格発表：12月中旬）
この他にも一般入試A・B・C日程、センター試験利用入試（前期・後期）などがあります。
※詳しくは兵庫大学ホームページの入試のページをご参照ください。
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グローバル化によって、これまでにないほど世界が身近になりました。同時にビジネスや
企業の在り方も大きく変化しており、この変化に対応しこれからのビジネス社会を牽引で
きる人材を育成するのが現代ビジネス学部のめざす教育です。充実した英語の授業をはじ
め、初年次から取り組むプロジェクト型学習など、さまざまな実践的な学びを通して、次
代のビジネスリーダーを育てます。

1年次 2年次 3年次 4年次 卒業後

ビジネスの
基礎を学修

グローバルビジネス専攻
英語力や国際教養、さらに異文化間のコミュニケーション能力まで、
グローバル社会の幅広い知識と能力を養います。
専攻に所属する学生はすべて英語圏での短期留学を体験し、さらに希
望者は中・長期の留学にチャレンジすることも可能です。

　●　企業の海外部門
　●　外資系企業
　●　キャビンアテンダントなど

地域ビジネス専攻
国際感覚を養うとともに、プロジェクト型学習を通して地域ビジネス
の現場に関わり、課題の発見・解決・分析する力を身につけます。

　●　スポーツ団体
　●　地域金融機関
　●　会社経営者など

公共政策専攻
地域企業の発展と地域経済の活性化を側面から支える市役所などの公
的機関やソーシャルワークなどで活躍する人材を育成します。
そのため本専攻では、行政や地域の現場で求められる能力を体系的に
学ぶとともに、公務員試験対策にも力を注ぎます。

　●　県庁・市町村の公務員
　●　警察官
　●　教員など

入試制度のご紹介
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専攻紹介
進路に合わせて知識・スキルを徹底的に育む3つの専攻を設置しています。
1年次にビジネスの基礎を幅広く学び、2年次からは専攻に分かれてより深く専門
的な学習に取り組みます。

学びの特色
豊富な留学の機会でビジネスで使える英語力を習得。
企業・地域を舞台にしたプロジェクト型学習を実施。
面倒見が良いきめ細かなサポート。
将来役立つさまざまな資格取得を応援。

取得可能な資格・免許状
○高等学校教諭一種免許状（公民、商業）（申請中）

○上級秘書士・上級秘書士（国際秘書）
○上級ビジネス実務士・上級ビジネス実務士（国際ビジネス）
○上級情報処理士
※ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の内容が変更になる可能性があります。

アドミッションポリシー（求める学生像）
●グローバルな視点に立った学びを通じて、自らの視野を広げたいと考える人
●経済・社会の諸問題について、ビジネスという視点から考察し社会貢献したい
　と考える人
●他者との協働を通じて自己成長を図りたいという意欲のある人



　同窓会として初めてとなる「生涯学習講座」を兵庫大学
の協力のもと開講します。
　同窓生の参加費用は同窓会が全額負担（受講料の負担無
し、ただし兵庫大学までの交通費は受講者負担）しますので、
是非ご参加ください。なお、各講座においては受講者数に
制限を設けている講座がありますので、お早めにお申し込
みください。

【講座申込方法】
①エクステンション・カレッジのホームページから申し込む（スマホでも可）。　http://www.hyogo-dai.ac.jp/research/extension/
②会報誌第7号に同封しているチラシの受講申込書をFAXする。　エクステンション・カレッジ　直通  FAX.079−427−9897
③電話で申し込む。
　エクステンション・カレッジ　直通  TEL.079−427−9966
　（平日 9：00 〜 17：00、土曜 9：00 〜 16：30、日・祝休）

経済情報学部　経済情報学科

スパコンがつくる未来の探求
世界トップクラスのスパコン「京」の見学

講 師 名　榎木　　浩（経済情報学科教授）

主旨・内容	
スーパーコンピュータ（通称：スパコン）は、我々の生活に
広く貢献し、これからもその活用が期待されています。世界
トップクラスのスパコン「京」の見学を通して、スパコンと
は何か、スパコンの歴史、「京」ができること、次世代のス
パコンが目指すものこと等について学び、スパコンの理解を
深めましょう。

講座回数　1回　　受講対象者　卒業生・学生

講座内容
H28．2／22（月）　12：30（兵庫大学発）～17：00（兵庫大学
着）※バス（無料）で移動
車中学習：「スパコンとは何か、スパコンの歴史」（事前学習）
※別途テキストあり
施設見学：スーパーコンピューター「京」の見学（理化学研究所）
車中学習：「次世代のスパコンが目指すもの」（事後学習）

健康科学部　健康システム学科

元気な子育て
〜健康な子育ち・親育ちのために〜
講 師 名　第1回　三宅　一郎（健康システム学科教授）
　　　　　第2回　大平　曜子（健康システム学科教授）
　　　　　第3回　米野　吉則（健康システム学科助教）

主旨・内容	
「遊び（運動）」、「こころ」、「からだ」の３つの分野から子ど
もの育ち、親の育ちに役立つ知見と方法を提供します。“今”
の子どもをみつめつつ、親子とそろって成長が実感できる提
案ができればと考えています。からだを動かす内容もありま
すので、是非、親子で一緒にご参加ください。もちろん、こ
れから子育ての予定のある方、お孫さんのいる方でもご参加
いただけます。

講座回数　3回　　受講対象者　卒業生・学生

講座内容
開催日時／兵庫大学内開催
H27．11／15（土）　12：30～13：30　親子で体話
H27．12／12（土）　10：40～12：10　親子のためのこころのケア
H28． 1／23（土）　10：40～12：10　子どものからだから子育てを考えよう

生涯福祉学部	社会福祉学科

現代の福祉課題を考える
新しい福祉へのニーズを捉えて

講 師 名　第1回　鞍本　長利
　　　　　　　　　（NPO法人日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク理事長）
　　　　　第2回　李　　貫一
　　　　　　　　　（NPO法人ウィズアス　生きがいしごとサポートセンター播磨東センター長）
　　　　　第3回　西村　正二（西村医院院長）

主旨・内容	
多くの人の寿命が延び、そしてニーズが多様化する中で、そ
の人らしい生活を送れるように福祉の専門職が関わる範囲は
広がりつつあります。講座では、福祉に関わる課題を3つ取
り上げ、その第一人者に語っていただきます。

講座回数　3回　　受講対象者　卒業生・学生

講座内容
H28．1／23（土）　『障がいのある人たちの旅・滞在をより豊かに』

−ユニバーサルツーリズムの取り組み−
H28．1／30（土）　社会をよくする活動を支援する
H28．3／ 5（土）　加古川地域におけるホスピスケア
開催時間／13：30～15：00
開催場所／兵庫大学内開催

健康科学部　看護学科

自分で決めるがん医療の時代
講 師 名　第1回・第2回	 大塚　千秋（看護学科教授）
　　　　　第3回	 金田美佐緒（岡山済生会総合病院MSW）

主旨・内容	
2人に1人はがんに罹り、3人に1人はがんで亡くなる時代で
す。しかし目覚ましい医療の進歩によって、がんは治る時代
がきております。がんを巡る現状を学び、がんになっても積
極的に自分らしく暮らすためにはどうしたらよいのか、一緒
に学びましょう。

講座回数　3回　　受講対象者　卒業生・学生

講座内容
H28．2／27（土）　がんの成り立ち、がんの予防と治療
H28．3／ 5（土）　がんの療養	～どこでどのように過ごすか～
H28．3／12（土）　がんといわれたら、自分らしい向き合い方とそれを

支える仕組み～がん相談支援センターの役割を通して～
開催時間／10：40～12：10（全日程共通）／兵庫大学内開催



第51回兵庫大学大学祭
「聚萌祭」開催のご案内
第51回兵庫大学大学祭
「聚萌祭」開催のご案内

　平成27年11月14日（土）、15日（日）に兵庫大学で第51回兵庫大学大学祭「聚萌祭」を
開催されますが、同窓会としても卒業生が母校を懐かしみ、足を運ぶ機会として、大学
祭当日に「兵鸞会サロン」を設け、卒業生と教職員、卒業生同士が交流する場を提供し
ます。当日は皆さんが卒業した学科の先生方にも多くお越しいただく予定ですので、来
られた方々には是非お立ち寄りください。
　参加者プレゼント  大学祭当日に使用可能な金券（500円分）をプレゼント。

11月14日（土）　	 	 11月15日（日）
11：00	～	12：00	 経済情報学科	 10：00	～	11：00	 栄養マネジメント学科
12：00	～	13：00	 健康システム学科	 11：00	～	12：00	 社会福祉学科
14：00	～	15：00	 社会福祉学科	 12：00	～	13：00	 看護学科
15：00	～	16：00	 看護学科	 13：00	～	14：00	 経済情報学科
16：00	～	17：00	 栄養マネジメント学科

平成27年11月14日（土）・15日（日）の2日間、第51回目の兵庫大学大学祭「聚萌祭」
がテーマ「ステップUP↑ ～新たなステージへ～」のもと開催します。大学祭実行委
員会のメンバーはもちろん、多くの学生と教職員で創り上げる大学祭、思い出深い学
び舎を散策する機会としても参加してみませんか。

【日　時】　平成27年11月14日（土）10：00 ～ 17：00　15日（日）10：00 ～ 15：00　
　　　　　　※開催時間は当日のプログラム内容等により、変更する場合があります。
【会　場】　兵庫大学キャンパス内
【駐車場】　当日はキャンパス内グラウンドが駐車スペースとなります。
【主な内容（予定）】
　●メインイベント お笑いライブ（14日13：00～学内体育館にて開催：笑い飯　他）
　●中庭ステージ よさこい祭、男装女装コンテスト、カラオケ大会
 クラブパフォーマンス（ダンス部、軽音楽部、吹奏楽部、チアダンス部　他）
　●そ 　 の 　 他 模擬店・フリーマーケット・展示　多数出店

大学祭と同日開催「兵鸞会サロン」のご案内

兵鸞会サロン各学科開催日時（会場：13号館104教室）

予約不要
参加費無料

　スケジュールは10：00受付　10：30～開始　12：30～三宅先生の「親子
で体話」（自由参加）
　場所は13号館105教室で実施します。今回は三宅先生のミニ授業を企画！
当時の学生気分を久しぶりに味わいませんか？！
　お子様も一緒にご参加いただいても結構です！健シスの卒業生の皆さん！！
お待ちしています。

11月15日	は 健康システム学科	の
ホームカミングデー を 兵鸞会サロン と 同時開催 します！！


