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︵高知学園短期大学同窓会事務局︶

同窓会会長

ごあいさつ
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れますことに心から感謝致し
ます︒
私は昭和 年︑衛生技術科
1期生として入学致しました︒
当時は︑医療従事者の需要が
急を要した時代であり︑検査
技師養成の学科開設は高知県
衛生検査技師会をはじめ関係
団体からも歓迎されました︒
しかし︑初年度の1期生
数名という大幅な定員増から
実習器具や試薬の不足を生じ︑
また検査技師会からは﹃学生
の臨床実習に協力できない﹄
という事態も生じていました︒
今日では﹁社会に最も近い
大学﹂としてより充実・発展
し︑学生は専門知識や技術・
技能の取得と合わせて︑ボラ
ンティア活動や地域での社会
活動に貢献し︑さらには個々
のスキルアップに努め︑そし
て﹃戴帽式﹄﹃継承式﹄﹃宣
誓式﹄﹃飛翔式﹄という神聖
かつ厳かな場において教職員

今後とも︑これらの同窓会
事業がより効果的な形で継続
されるよう頑張っていきたい
と思っています︒
高知学園短期大学が益々そ
の役割を拡大し︑開学 周年
を新たな出発として︑より発
展されることを祈念して︑実
行委員会を代表してのご挨拶
に代えさせていただきます︒
高知学園短期大学創立 周
や家族の期待と自らの決意を
込 め て 臨 地 実 習 に 臨 ん で い ま 年おめでとうございます︒
す︒また︑卒業生は1万4千
6百人を超え︑県内外におい
ご
あ
い
さつ
て︑教育・医療・食などの分
生活科学学科長 渡邊慶子
野で幅広く活躍し︑一層期待
される存在になっています︒
同窓会は︑開学6年後の昭
和 年に始まり︑短大の周年
毎の記念事業への共同や︑在
校生の学術・技術習得の研修
会や各学科の行事等への支援︑
外国人私費留学生への援助︑
卒業時には卒業生の学業やボ
ランティア活動及び自己研鑽
に対し︑さらにOB会員の
様々な取り組みや︑活動と実
績に対する表彰を同窓会総会
及び短大卒業式の場で行って
います︒
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生活科学学科は︑昭和 年
に高知学園短期大学の設置と
同時に食物栄養科として発足
し︑平成 年に生活科学学科
と科名変更をして現在に至っ
ています︒本学科は︑食・栄
養に関わる理論と技術を講義
や多様な実験︑実習︑演習な
どで栄養士免許取得を基本に︑
カリキュラムに沿って習得し︑
選択により︑学校栄養教諭2
種免許を取得することができ
ます︒昨年は難関とされてい
る学校栄養教諭の採用試験に
本学科の既卒生2名が合格し
ています︒
学科内では︑専門性の高い
栄養士︑即戦力となる栄養士
の育成を目標にしていますが︑
平成 年度より教育・研究実
績の豊富な教員に加え︑学校
教育︑栄養教諭︑臨床栄養管
理における実務経験豊富な教
員が加わり︑より実践的で専
門性の高い指導が行えるよう
になっています︒全ての学生
に目を向けた教育︑指導に取
り組むために︑日々教員同士
の連携を密にして︑指導方法
や支援について検討し対応し
ています︒
2年次の学外実習では︑各

施設の指導者の先生方に懇切
丁寧に教示して頂きますが︑
実際の実習現場に出向くと︑
コミュケーション能力不足や︑
積極性などにおいて十分力を
発揮できない学生もおります︒
そこで︑本学科ではこれまで
実習に臨むための式典を行っ
ていませんでしたが︑昨年度
より新たな取り組みとして︑
専門職としての使命と責務を
自覚し︑職能を発揮するため
に研鑽と成長を誓うための飛
翔式を執り行いました︒式で
は小島学長より︑良心と愛情
と健やかな精神を育み研鑽を
重ね︑旭光を浴びながら大空
に飛翔するための﹁旭光徽
章﹂が学生一人一人に贈られ
ました︒さらに︑管理栄養
士・栄養士倫理綱領の朗誦に
より︑栄養士としての果たす
役割と意義についての意識を
高めることができました︒
2025年問題の高齢化社
会に対応した地域包括ケアシ
ステムでは︑食と栄養の支援
が重要視されており︑ますま
す栄養士の果たす役割や重要
性が注目されています︒本学
への栄養士求人も多く︑8年
連続就職率 ％を達成してい
ます︒卒業生の多くが高知県
内の栄養士・管理栄養士とし
て医療施設︑行政︑学校等に
就職し︑活躍されています︒
本学科ではこのような社会情
勢を踏まえて︑今後も教員一
丸となって︑専門的知識のみ
でなく︑人の気持ちに寄り添
える人間性を備えた学生指導
に取り組んで参ります︒同窓
会ならびに校友会の皆様には
引き続きご指導ご
支援を賜りますよ
う︑どうぞよろし
くお願い申し上げ
ます︒
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高知学園短期大学
開学 周年記念
28 50

平成 年1月 日︵日︶に
開学 周年記念式典・記念講
演会が高知学園短期大学7号
館に於いて開催されました︒
また︑祝賀会はザ クラウンパ
レス新阪急高知で多くの皆様
にご臨席いただき盛会裏に終
わりました︒同窓生は学科に
関係なく︑昔を懐かしむ話に
花が咲き閉会前には︑校歌を
熱唱し一層の絆ができたと感
じました︒ 周年という節目
の年を迎え︑高知学園短期大
学と共に同窓会も精励してい
きたいと思います︒今後とも︑
なにとぞご支援ご協力を賜り
ますようお願い申しあげます︒
最後に︑式典ならびに祝賀
会にご参加して頂きました
方々にあらためてお礼申し上
げますとともに︑ご協力頂き
ました方々にこの場をお借り
してお礼申し上げます︒あり
がとうございました︒
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本日は大変ご多忙ななか︑
高知県︑高知市をはじめご来
賓の皆様︑またこのように多
くの卒業生の皆様のご出席を
いただき︑高知学園短期大学
開学 周年記念式典が開催さ
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「 GAKUEN
GAKUEN Festa2017の報告
Festa2015の報告 」
7
「

平成29年9月18日（月・祝）、昨年に引き続きイオンモール高知で「ＧＡＫＵＥＮ Ｆｅｓｔａ
2017」を開催しました。
セントラルコートでは、映像を交えた各学校の紹介パネル設置、ミニプラネタリウムの演出、
昨年ご好評いただいた社会で活躍するＯＢ・ＯＧ紹介パネル設置などを、南コートでは、園児・
児童たちの歌や吹奏楽部の演奏など楽しいステージイベントを企画し、今年も幅広い年齢層の
多くの方々に、高知学園の魅力を存分に体感していただきました。

高知学園校友会報−第11号 （4）

昭和
年卒
久保

校友会総会を終えて﹂

54

事務局代表挨拶文

29

年

明弘

13

校友会事務局長

今年は︑昭和 年︑平成3年︑平成 年
の卒業生が中心となり︑懇親会を行いまし
た︒
各学年の幹事︑世話人の方々の御協力に
より︑盛会のうちに終えることができまし
た︒
当日は︑高知中学高等学校吹奏楽部の生
徒さんによるステージや︑応援部ＯＢの音
頭による校歌斉唱などもあり︑和やかなひ
と時をお過ごしいただけたのではないかと
思います︒
私達︑校友会は︑今後もますます高知学
園が発展し︑活躍してくれる事を願い︑そ
の一助となるべく校友会員相互の交流︑連
携︑連帯の場であり続けたいと思っており
ます︒今後とも︑皆様の御協力をよろしく
お願いいたします︒
最後になりましたが︑校友の皆様の御健
勝と御多幸を祈念いたしましてご挨拶とさ
せていただきます︒
56

﹁平成

2018年3月1日発行

校友会プログラムに協賛広告を戴いた方々
旭食品・アルペジオ楽器・安楽寺・一寿司会館・泉清博土地家屋調
査士事務所・苺屋・うなぎ屋きた本・えおとシステムズ・オアシス
・イラ
ボレーション・オフコム・おべんとう太郎・尾﨑塗装工業・鴨部ガラ
ス・金高堂・北村商事建設部・グレートヘン・国見開発工業・こじま
や・コトブキ・高知システムズ・高知ユニフォームセンター・高知リハ
ビリテーション学院後援会・高知会館・高知学園校友会香美支部・
高知学園短期大学後援会・高知学園短期大学附属高知幼稚園後援
会・高知銀行福井支店・高知県事業継承･人材確保センター・高知県
文具・高知県臨床検査技師会・高知事務機・高知小学校PTA・高
知中学高等学校PTA・サンポー・サン電気・佐々木歯科診療所・三
翠園・四国銀行・城西館・島内書店・すし正・スタジオオカムラ・関・
セコム高知・ダイセイ・田所防災設備・中央印刷・土居印刷・東洋技
研・土紀住宅・土佐タイプ・土佐ハイヤー・寅八商店・中元商店・中
平工務店･中平設計事務所・西村剛商店・日製設備サービス・日東水
道・日本通信工業・野村證券・葉山・ひろっちゃん（デリンベイク）・
フタガミ・平和観光・ホテル日航高知旭ロイヤル・マインドガス・ミタ
ニ建設工業・宮地整骨院・メガネの三城高知インター店・森下時計
店・ヤツデ･ファクトリー・山元・ユニオン・よさこい管理・陽和産業・
隆栄建設工業・ロイヤル・和光不動産（敬称略）
本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします

＊−−−− お知らせ −−−−＊

校友会報を
ホ ーム ペー ジ で
ご 覧 い た だ け ま す！
高知中学高等学 校ホームページ
http://www.kochigakuen.jp

年
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関東地区校友会報告﹂

香南支部校友会報告﹂

支 部 活 動 報 告

﹁平成

年

29 29

平成 年7月1日︵土︶に総会を開催し
ました︒当日は︑母校の近況報告を中心に︑
関東在住の学園出身者による親睦の場とし
て大いに盛り上がりました︒

﹁平成

関西地区校友会報告﹂

26

年

29 29

平成 年8月5日︵土︶に総会を開催し
ました︒今後の支部組織充実を目指して︑
一致団結しました︒

﹁平成

香美支部校友会報告﹂

18

年

11

平成 年8月 日︵土︶に総会を開催し
ました︒関西地区在住の若い世代を交えて︑
母校の更なる活躍を祈念し︑楽しく歓談し
ました︒

﹁平成

平成 年 月 日︵土︶に総会を開催し
ました︒今年も︑土佐山田・香北などから
校友が集い︑学校の近況に耳を傾けながら︑
和やかなひとときを過ごしました︒

編 集 後 記

校友会報は︑高知中学高等学校の
ホームページへ過去のバックナンバー
と併せて掲載しています︒会報に関す
るご意見などございましたら︑事務局
までお知らせいただければ幸いです︒
これからも︑皆様
のご協力を何卒よろ
しくお願い申し上げ
ます︒

編集委員一同

29 29

「関西地区校友会にて」

