２０１０年度の「第 回育友会支

支部 会場で開催された。菅沼堅
同）
、神奈川
（東・西合同）
、静岡
（東
部）
の４会場に、
日髙義博理事長・学
長が埼玉会場に出席したほか、教職
員約３００人が各会場に出張し、講
演や面談を行った。４年次生の就職
活動体験談もあり、有意義だった。
の勉学環境に感謝してお
ります。
（商３・男子）

親の方から情報を集めよ 参加することで、徐々に

教職員の方に直接分か

められました。

うと思ったことがきっか 大学についての理解を深

懇談会では日ごろの学

けでした。

生生活の様子や就職活動 らないことをお伺いでき

について、具体的に数字 る貴重な機会ですし、皆

を挙げて説明していただ さん丁寧に、分かりやす

き、理解を深めることが く応対していただけるの

回（平成

年度）「 育 友 会 奨

第 回「育友会奨励賞」を募集

育友会では第

励賞」の募集を行います。

学業、スポーツ、社会貢献など各分野での行

動や成果を対象に、表彰状と副賞賞金を贈呈し

ます。応募期間は 月１日（金）から 日（木）

まで。詳細は育友会ホームページでご確認くだ

さい。

息子と話す時の参考にし ることがあればと、参加

また、個人面談では丁

できました。

寧に応対していただき、

たいと思います。

和田 京子さん

１年次から欠かさず出

荻須しげこさん

卒業に向けた学生たち

たことを聞くことができ

ました。

（商４・男子）

うと、楽しみにしていま

したが、教職員からのお

大学生活やサークル活

ができました。

大学」だと、感じること

パスライフを送れそうな

整った「充実したキャン

Ｄを見て、設備や制度の

（法２・男子） 聞き、育友会作製のＤＶ

敏博さん
森川
りかさん

動のことなど、聞きたか

ったことを個人面談で教

職員の方からアドバイス

をいただき、安心感を得

られました。

また、同じような悩み

を持つ父母同士で懇談

し、交流を持てたことも

（法１・男子）

息子からは伝わってこ 有意義でした。

出席し親睦を深めた∥写

真。

菅沼堅吾会長、日髙義

博理事長・学長のあいさ

つ、高橋貞雄校友会副会

長が甘竹秀雄会長のメッ

セージ代読、庄菊博育友

会主任教授からのお知ら

せや留学生の解説による

大学・育友会紹介ＤＶＤ

上 映 、李 熙 妍 さ ん（ 商 ４ ）

の留学体験談などがあ

り、田中實常務理事の発

歓談のあと、庄主任教

声で乾杯。

れ、ご父母 人、留学生 部非常勤講師（平 院商

テホテルソウル」で開か れた。通訳は趙時英商学

会員との懇談会が「ロッ 授による個人面談も行わ

９月４日、韓国育友会
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支部懇談会は、不安定 の体験談や個別面談で、 談では、卒業までに取っ な対応をしたいと思って ができました。

イスします。
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木村 守寛さん
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スカッションや個人面談 た映画
『学校をつくろう』 ん
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見目洋子商学部教授

懇談会が７月 日、神田 の原点回帰―会本来の役 （就職指導委員会委員長）

育友会東京圏合同支部 目標として①育友会活動

東京圏合同支部懇談会

学生の就職活動体験
ご父母が熱心に傾聴

伺い、息子にも っしゃるということで、 てほしい」という言葉に

と一緒にお話を たのと、日髙学長がいら らず、学生の成長を待っ
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時から参加してきました
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吾会長が宮城、東京（Ａ・Ｂ・Ｃ合

眞也さん
恵子さん

部懇談会」は夏期休暇期間中、全国

福田

息子が高３のとき支部
懇談会と同時開催の進学
相談会を訪れ、オープン
キャンパスにも参加。専

６４

が開会あいさつをした。 同と協力を呼び掛けた。 体的に語った。会場のご スライフを送っていると
懇談会には今回が初参

のほか専大関係者多数が 博）が務めた。

２０

就職活動体
験を語る鈴
木夏未さん
（経営）
▲

全国６７支部６４会場で開催
大を第一志望にしまし

活発な質疑も行われた
（静岡東部支部で）
▲
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埼玉会場のグループ面談でご父
母と意見を交わす日髙学長
▲

静岡東部支部会
場であいさつす
る菅沼堅吾会長
▲

本年の育友会活動の重点 岡孝之校友会副会長らの を傾けていた。

高知、名古屋、岐阜、豊橋の
４支部で就職活動体験を話し
た前田一徳さん（経済・写真
は岐阜支部の会場で）

▲

庄菊博主任教授による個人面談
の様子（豊橋支部会場）

▲

５２

見目教授の司会進行で就職活動パネルディス
カッション（東京圏合同支部懇談会）
▲

（４）
２０１０年（平成２２年）９月１５日
修
専
ス
ー
ュ
ニ
（昭和４４年１０月１４日第３種郵便物認可）

第４８０号

