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花園大学同窓会通信  2021 September 32

 2020年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、前期授業の
ほとんどがオンラインになりました。後期からは徐々に対面授業
が再開されたものの、予定していた同窓会各事業活動についても
様々な影響が生じ、中止した事業、規模縮小や実施方法を変更し
て開催した事業もありました。事業内容は以下のとおりです。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて
　変更・中止する場合があります。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、監査会、役員会及び理事会開催を取りやめ、説明書・資料を郵送し、会計監査、書面によ
る役員会審議並びに理事会表決を行いました。審議されました2020年度事業報告・決算、2021年度事業計画・予算の各議案について、す
べて承認されました。
　なお、支部長交代により、新たに理事にご就任されたみなさまは以下の通りです。
　　　　　　　　　　　　京都（口丹）支部：中野弘基 様　　京都（奥丹）支部：松尾玄幸 様
　任期満了を迎えられた役員3名のみなさまについては以下の通りです。
　　　　　　　　　　　　副会長：箕輪　良孝 様　再任（2025年まで）　　副会長：河野　義方 様　再任（2025年まで）
　　　　　　　　　　　　監　事：植木　民雄 様　任期満了にてご勇退
　監事の植木民雄様には永年にわたりお世話になりましたこと厚く御礼申し上げます。

花園大学同窓会  理事会報告

１．同窓会関係会議
□会計監査　書類郵送にて監査
□三役会　　会議を取り止め書面により審議
□理事会　　会議を取り止め書面により決議

２．公開講演会
□地方公開講演会
　なし
□大学公開講演会
　○実施方法を、YouTube動画配信に変更して開催しました。
　　『本能寺の変の実像に迫る』
 　　11月8日　花園大学無聖館5Ｆホールにて収録
　　講師：天野忠幸氏（天理大学文学部准教授）
　　　　　『信長を見限った家臣たち～本能寺の変の背景を考える～』
　　　　　生駒孝臣氏（花園大学文学部日本史学科専任講師）
　　　　　『「本能寺の変」をめぐって』

３．支部総会
□なし

４．在学生対象イベント・支援活動
□学生食堂支援
〇前期は学生食堂ふる～るの営業を取り止めていましたが、
　後期授業開始とともに営業時間を短縮して再開し、同窓会
　うどん・そばの販売もスタートしました。
　「同窓会うどん・そば」代金100円の内、50円を補助
　　年間利用数　3,414食：170,700円
　　（参考：2019年度22,086食：1,104,300円）

□学園祭支援
○学園祭が中止のためなし

□卒業祝賀会・同窓会歓迎会
　3月17日
○卒業祝賀会・同窓会歓迎会　※中止　代替え用菓子を贈呈
○卒業記念品「ロゴ入りケータイマグ」を卒業生303名に贈呈
　※前期卒業生17名含む

５．機関紙の発行・発送
□花園大学同窓会通信 第101号（9月発行）  15,856通発送
□花園大学同窓会通信 第102号（3月発行）  15,633通発送

６．支部活動助成
□申請のあった8支部へ交付
宮城、信越、岐阜東、兵庫東、島根、福岡、佐賀、大分

７．同窓生への慶弔電報
 □弔意14件
　　　

８．学生急減対策支援
□大学・オープンキャンパスPR
　〇KBSラジオ「ミキの兄弟でんぱ」
　　7～9月（株式会社新通） 1,650,000円
　　※ミキ：兄弟漫才　兄の昂生さんは、花園大学卒業生です。
内容：学生によるスタジオ生出演、番組半提供、クレジッ

ト案内、スポットＣＭ放送、ミキ本人による60秒

キャンパスインフォメーション、ＨＰバナー及び
ツイッター発信、別番組への出演等。

□漫画BUZZ企画（太平印刷株式会社） 1,397,000円
内容：ツイッターを活用したフォロワーの多いプロの漫画

家による花園大学紹介企画です。投稿に対して多くの
リツイートがあり、大学のアピールとなりました。

2020年度 花園大学同窓会事業報告

2021年度 花園大学同窓会事業計画

花園大学同窓会　監査会・役員会・理事会報告

（１）一般会計

2020年度花園大学同窓会決算
(2020年4月1日から2020年3月31日まで)

（単位　　円／▲＝減）収入の部

（２）学生急減対策積立資金
収入の部

支出の部

支出の部

 1 入会金 4,670,000 4,580,000 90,000
 2 同窓会費 9,340,000 9,160,000 180,000
 3 雑収入 100,000 57,489 42,511
 4 収入　小計 14,110,000 13,797,489 312,511
 5 前年度繰越収支差額 15,006,271 15,006,271 0
  収入の部　    合 　計 29,116,271 28,803,760 312,511

 1 学生急減対策積立繰入 0 0 0
 2 前年度繰越金 100,323,495 100,323,495 0
  収入の部　    合 　計 100,323,495 100,323,495 0

 1 事務費 100,000 100,000 0
 2 同窓会通信　印刷費 2,500,000 818,400 1,681,600
 3 同窓会通信　発送費 3,000,000 2,740,614 259,386
 4 通信費 30,000 25,804 4,196
 5 新入会員歓迎費 2,000,000 1,155,694 844,306
 6 会議費 60,000 0 60,000
 7 消耗品費 30,000 5,878 24,122
 8 旅費・交通費 1,000,000 0 1,000,000
 9 印刷費 100,000 0 100,000
 10 慶弔費 100,000 53,680 46,320
 11 支部渉外費 2,000,000 442,241 1,557,759
 12 広報活動推進費 200,000 0 200,000
 13 地方公開講演補助費 3,000,000 0 3,000,000
 14 公開講座補助金 800,000 638,118 161,882
 15 教育資金充当寄付金 500,000 500,000 0
 16 在学生支援費 5,000,000 170,700 4,829,300
 17 名簿管理システム 400,000 392,761 7,239
 18 雑費 500,000 70,290 429,710
 19 予備費 500,000  500,000
  支出　小計 21,820,000 7,114,180 14,705,820
  次年度繰越金 7,296,271 21,689,580 ▲ 14,393,309
  支出の部　    合 　計 29,116,271 28,803,760 312,511

 1 学生急減対策支援費 2,000,000 3,047,000 ▲ 1,047,000
 2 次年度繰越金 98,323,495 97,276,495 1,047,000
  支出の部　    合 　計 100,323,495 100,323,495 0

項 科　目 本年度予算額 前年度予算額 差　異

（１）一般会計

2021年度花園大学同窓会予算
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

（単位　　円／▲＝減）収入の部

（２）学生急減対策積立資金
収入の部

支出の部

支出の部

 1 入会金 3,910,000 4,670,000 ▲ 760,000
 2 同窓会費 7,820,000 9,340,000 ▲ 1,520,000
 3 雑収入 60,010,000 100,000 59,910,000
 4 収入　小計 71,740,000 14,110,000 57,630,000
 5 前年度繰越収支差額 21,689,580 15,006,271 6,683,309
  収入の部　    合 　計 93,429,580 29,116,271 64,313,309

 1 学生急減対策積立繰入 0 0 0
 2 前年度繰越金 97,276,495 100,323,495 ▲ 3,047,000
  収入の部　    合 　計 97,276,495 100,323,495 ▲ 3,047,000

 1 事務費 100,000 100,000 0
 2 同窓会通信　印刷費 2,500,000 2,500,000 0
 3 同窓会通信　発送費 3,000,000 3,000,000 0
 4 通信費 40,000 30,000 10,000
 5 新入会員歓迎費 3,000,000 2,000,000 1,000,000
 6 会議費 60,000 60,000 0
 7 消耗品費 30,000 30,000 0
 8 旅費・交通費 1,000,000 1,000,000 0
 9 印刷費 100,000 100,000 0
 10 慶弔費 100,000 100,000 0
 11 支部渉外費 2,000,000 2,000,000 0
 12 広報活動推進費 200,000 200,000 0
 13 地方公開講演補助費 1,000,000 3,000,000 ▲ 2,000,000
 14 公開講座補助金 800,000 800,000 0
 15 教育資金充当寄付金 500,000 500,000 0
 16 在学生支援費 15,000,000 5,000,000 10,000,000
 17 名簿管理システム 400,000 400,000 0
 18 創立150周年記念事業 50,000,000 0 50,000,000
 19 雑費 500,000 500,000 0
 20 予備費 500,000 500,000 0
  支出　小計 80,830,000 21,820,000 59,010,000
  次年度繰越金 12,599,580 7,296,271 5,303,309
  支出の部　    合 　計 93,429,580 29,116,271 64,313,309

 1 学生急減対策支援費 60,000,000 2,000,000 58,000,000
 2 次年度繰越金 37,276,495 98,323,495 ▲ 61,047,000
  支出の部　    合 　計 97,276,495 100,323,495 ▲ 3,047,000

項 科　目 本年度予算額 前年度予算額 差　異

１．同窓会関係会議
□会計監査　5月11日　　花園大学　栽松館2Ｆ第二応接室
□三役会　　5月11日　　花園大学　栽松館3Ｆ大会議室
□理事会　　書面決議　　会議を取り止め書面により決議

２．公開講演会
□地方公開講演会
　○宮城県支部
□大学公開講演会
　○大河ドラマ「実像に迫る」シリーズ

３．支部総会

４．在学生対象イベント・支援活動
□新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支援　10,000,000円
（支援内容・方法は大学で検討）
□学生食堂支援
　○「同窓会うどん・そば」代金100円の内、50円を補助
□学園祭支援
　○協賛広告　学園祭パンフレット 12,000円
　〇学園祭応援同窓会プレゼンツ企画 2,000,000円
□卒業祝賀会・同窓会歓迎会（3月17日）
　〇卒業祝賀会・同窓会歓迎会　学位記授与式後開催
　〇卒業記念品を卒業生全員に贈呈

５．機関紙の発行・発送
□花園大学同窓会通信 第103号（9月発行）  
□花園大学同窓会通信 第104号（3月発行）  

６．支部活動助成

７．同窓生への慶弔電報

　花園学園の創立150周年を迎えるにあたり「創立150周年記念
大学キャンパス整備事業」へ寄付の依頼がありました。同窓会理
事会で審議した結果、今後何十年にわたって活用されるキャンパス
を整備する当該事業に同窓会積立金のうち5,000万円を大学に
寄付することを決議しました。当該事業では、これまで楽道館の
新築、キャンパス内グラウンドの人工芝化、大学院文学研究科・
国際禅学研究科の移転整備を行い既に完成しています。現在は
老朽化の著しかった返照館の改築作業が進んでおります。

＊

＊創立150周年記念事業の5,000万円について



大学ニュース 花園大学で行った行事やイベントなどを中心とした新しい情報を紹介します。

学長就任のご挨拶

　京都府から協力要請があり、本学も新型コロナウイルス感染症モニタリング検査の会場
となりました。
　スマホのアプリを使って設定し、唾液採取のキットを受け取り、採取したものを提出する
だけで検査結果がわかります。
　4月28日（水）～5月14日（金）のうち、計9日間実施し、600名を超える学生と教職員が
検査をしました。全員が陰性という結果でした。

　コロナ禍で食事は「黙って食べよう」となってしまいました。いつもなら友人たちと話しながら楽しい
ランチですが、飛沫感染防止！で静かな“ふる～る”となってしまいました。
　そこで、花園大学書道部の皆さんに渾身の力を発揮していただいて『黙食展』に
ご協力いただきました。ふる～るの柱や壁に「黙食」あるいは「黙って食べよう」な
どを展示しています。黙って食べたら消化に悪いなんてお話もありますが、今は我
慢して、作品を見ながら、静かに食べましょう。
　書道部の皆さんありがとうございました。

　令和3年4月1日に花園大学学長に就任しました磯田文雄です。これまで文部科学省に勤務し、私学部長、研究
助成局長、高等教育局長などを担当しました。大学運営につきましては、筑波大学理事・副学長、東京大学理事、
名古屋大学副理事・アジアサテライトキャンパス学院長として勤務した経験があります。これまでの経験を生か
し、花園大学の学生さんのために全力で職務に専念する所存でございます。花園大学同窓会の皆様方には、ご指
導ご鞭撻のほど心よりお願い申し上げます。
　今日、日本の大学が当面する最大の課題は18歳人口の減少です。日本の大学で学ぶ学生の大半は高等学校を卒業した青年です。大学院の
場合は留学生や社会人の割合が増えてきていますが、学部生は圧倒的に高等学校卒業生です。その18歳人口が、今後減少することが予想さ
れているのです。18歳人口は、平成4（1992）年の約205万人をピークに急速な減少を続けてきましたが、平成21（2009）年頃からはピーク
時のおおよそ半分にあたる約120万人前後で推移していました。これが令和3（2021）年頃より再び減少傾向になり、令和22（2040）年には
約88万人にまで減少することが予測されているのです。すなわち、18歳人口は、平成4年（1992）年のピークから半減し、今、再び減少しよう
としているのです。
　この間、日本の大学数及び学生数は大幅に増加しています。18歳人口がピークに達していた平成4（1992）年度の大学数及び学生数は
523校、229万3,269人でしたが、令和2（2020）年度には795校、291万5605人となっています。政府が平成14（2002）年から16（2004）
年の間に、大学の設置認可の規制を大幅に緩和し、ほぼ完全な市場原理を導入したからです。市場原理の競争が激しい環境下で、この18
歳人口の減少にどう対応していくかが、本学の最重要課題です。花園大学の令和3（2021）年度の入学者数は371人で定員を34人充た
していません。来年度は是が非でも定員未充足とならないよう学生を確保することが求められます。
　来年度に向けての学生募集活動としては、6月13日、7月18日、8月7日、8日にオープンキャンパスを開催するとともに、私も含め教職員が
高等学校を訪問し広報活動及び募集活動を続けています。令和4年度入学者選抜は10月15日の総合型選抜を皮切りに、令和4年3月14日の
一般選抜Ｄ日程まで続きます。本学の教育方針を理解し、本学で学ぶことを希望する有為な人材を確保できるよう、教職員が一致協力し全
力で努力してまいります。同窓会会員の皆様方のご支援を心よりお願い申し上げます。

・花園大学 文学部 仏教学科　仏教学コース 1988年卒業
・ソフトバンク株式会社　　　　　　　　　　　　　　　
・代表取締役 社長執行役員 兼 CEO（最高経営責任者）

【プロフィール】

学長　磯 田  文 雄

2021年4月 ソフトバンク株式会社代表取締役 社長執行役員 兼 CEO にご就任！！  

2021年度 入学式

2020年度 学位記授与式

花園大学でスポット型の新型コロナ感染症モニタリング検査を実施！

新型コロナワクチン職域接種

『黙食（もくしょく）展』開催中（もくしょく）

学生食堂“ふる～る”で書道展『黙食展』を開催しています。

花園大学同窓会通信  2021 September ５４

花園大学書道部

花園大学同窓生　宮川 潤一 氏　2020年度の入学式は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となりましたが、2021年度は新入生と教職員のみで4月2日に挙行しまし
た。式場となる真人館２階のメインアリーナでは、座席間隔を広くとり、マスクの着用及び手指消毒の徹底のもと厳かに始まった入学式。学部
379名、大学院12名、総勢391名（※1）の新入生が列席の大学教職員に大きな拍手で迎えられました。
　磯田文雄学長は、式辞の中で、本学の建学の精神である「禅的仏教精神」は21世紀において人類を導き人類の課題解決に資する重要な哲
学の一つであると述べられました。さらに学生の皆さんへ心にとめておいてほしいこととして「初心忘るべからず」、「周囲の人と対話を重ね
る」「根無し草にならない」と述べられ学生生活への熱いエールを送られました。

2020年度の学位記授与式は、卒業生と教職員のみ出席・時間短縮という規模を縮小し
た形で、3月17日に挙行しました。学部278名、大学院7名が学位を授与され本学を卒業・
修了しました。
丹治光浩学長は式辞の中で新型コロナウイルス感染拡大による学修環境や就職活動の

変化に触れ、未来は不透明ではあるが、刺激的で可能性に満ちているので自らの力で自ら
の人生を切り拓いてくださいと述べられました。
卒業生・修了生を代表して社会福祉学部児童福祉学科の松村紗希さんが「一人ひとりの

個性や気持ちをしっかりと理解し、受け止め、寄り添うことなど、保育者・教育者として、そ
して人として大切なことをこの4年間でたくさん学び、成長することができました。本当に充実した大学生活を送ることができたと心から感じ
ています。」と謝辞を述べられました。
出席した卒業生からは、「他大学では中止やオンライン開催となる状況の中、対面で開催してもらえてうれしかった」という感謝の言葉もあ

りました。

　花園大学では大学を会場として新型コロナワクチンの職域接種を実施しました。本学では医療系学部がないため医師や看護師の確保に不
安がありましたが、近隣の医療機関から花園大学のためなら協力しようというありがたい申し出があり、厚生労働省に接種希望の申請をするこ
とができました。
　すべてが初めての作業になりましたが、医療機関の的確な助言もあり、大学職員主体ですべての準
備を行いました。当日は院長、副院長はじめ看護師長、薬剤部長、救急救命看護師などベテランの
方々がワクチンの準備や問診、接種、接種後の経過観察を担当いただき安心して接種できる環境でし
た。また、職員全員が予約確認や誘導業務に当たり、スムーズに1150名に対し接種が完了しました。
　内訳は学生、教職員や近隣の高等学校、地域住民の皆様にも接種できました。
　学生の接種者は821名で全学生の約50％が接種したことになりました。

同窓会ニュース

　そのあと、新入生を代表して文学部仏教学科の齋藤裕仁さんが宣誓を読み上げ
て、花園大学での前途洋々の学生生活をスタートさせました。

（※1）2021年度入学者数　内訳
 文学部：141名（仏教学科23名/日本史学科69名/日本文学科49名）
 社会福祉学部：238名（社会福祉学科95名/臨床心理学科83名/児童福祉学科60名）
 大学院文学研究科修士課程：4名（仏教学専攻1名/日本史学専攻3名）
 大学院社会福祉学研究科修士課程：５名（社会福祉学専攻5名）
 大学院文学研究科博士後期課程：3名（仏教学専攻3名）
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『維摩経ファンタジー』
西村 惠信  著
禅文化研究所　２０２１年２月発行
　これはオモシロイ！摩訶不思議な小
部屋(丈室)で維摩居士が説く、ブッダ
の教えを根本にした大乗仏教のボサツ
道。ブッダから見舞いの指示をうけた
多くの弟子や菩薩たちが、病に伏した
維摩居士のところへ行くのを頑なに断
わるその理由とは……。在家の居士である維摩は、出家の仏
弟子や菩薩たちに大乗仏教の核心を説いて、次々と論破してい
くそのさまはまことに痛快で、ほかの仏教経典の様子とはまっ
たく異なる。それは不思議かつ神通自在であり、決定的に実相
を説いているのであった。そして読者は、あまりにもファンタ
ジックなこの物語の中で、自分自身も維摩を中心とする菩薩
たちの集まりのなかにいるような気になってしまうのだ。

『人権論の教科書』
古橋 エツ子  監修・和田 幸司  編著
ミネルヴァ書房　２０２１年５月発行
　人権はどのように捉えればいいの
か。本書では、初めて人権（教育）につ
いて学ぶ大学生が、日常生活の中で遭
遇する疑問や課題について考えること
をきっかけとし、参照条文や判例など
の資料を通して、人権（教育）につい
て学び、立体的な全体像を組み立てられる内容を目指す。大学
新入生はもちろん、どの学部の学生にとっても、最初に紐解く
べき入門書であり、社会人になってからも役立つ道しるべ。

『南北朝武将列伝 南朝編』
亀田俊和・生駒孝臣編
戎光祥出版　２０２１年３月発行
　朝廷が京都の北朝と吉野の南朝と
に分かれ、日本列島全土を戦乱の渦に
巻き込んだ南北朝内乱。南朝方として
戦った武士たちは、かつて「忠臣」とし
て顕彰され、現在でもそのイメージで
語られることが多い。本書は、そうし
た南朝に属して南北朝内乱を生き抜いた楠木正成や新田義貞
といった武将たち総勢31名（公家や親王も含む）の実像を、旧
来のイメージから解放し、最新の研究成果をもとに叙述した1
冊である。

『楠木正行・正儀』
亀田俊和・生駒孝臣編
ミネルヴァ書房　2021年5月発行
　楠木正成の子として南北朝時代の
後半を駆け抜けた正行・正儀兄弟。南
朝に仕えたまま若くして散った兄の正
行と、斜陽の南朝を懸命に支えるも北
朝・室町幕府へと走った弟の正儀。対
照的とされる兄弟だが、二人の実像は
『太平記』に描かれた姿を中心に語られてきたといっても過言
ではない。そうした『太平記』史観にとらわれず、古文書・古記
録といった同時代史料の分析をもとに、これまで注目されるこ
とのなかった二人の生涯に光を当てた初の本格的な伝記。

『残酷な遊戯・花妖』
坂口 安吾  著・浅子 逸男  共編
春陽堂書店　２０２１年２月発行
　今まで誰もその存在を知らなかった
未発表原稿を安吾研究者と浅子逸男
先生によって発見！新発見原稿『残酷
な遊戯』を中心に、書籍での入手困難な
『花妖』などを集めた短編集を刊行！

『ブッダ　繊細な人の不安がおだやかに消える
１００の言葉』
佐々木  閑  著
宝島社　２０２１年５月発行　
　大昔のインドで仏教を創ったブッダ
という人が，どんな顔で，どんな声で，
どんな性格の人だったのかは誰も知り
ません。しかし，そのブッダが私たちに
何を語ったのかは分かります。その教
えが今も伝わっているからです。それ
は誰にでも分かるやさしい言葉で，私たちの生きる道を的確
に指し示してくれる，至言の宝庫です。今回の本では，そんな
ブッダの言葉から１００本を選び，素敵な写真を添えてご紹介
しました。パラパラとめくりながら自由に読んでいただきたい
と思います。

『生活保護審査請求の現状と課題』
吉永 純著  著
明石書店　２０２１年1２月発行
　現代の日本では6.4人に１人が貧困
状態にあり、生活保護利用者は200万
人を超えています。生活保護は生存権
の根幹となる制度です。行政の違法・
不当な処分があれば、裁判の前に、無
料で、迅速、公平な解決を都道府県知
事に求めることができます。これが審
査請求制度です。本書は、都道府県知事が2006年から2019
年までに出した有益な裁決を、論点別に整理、分類してまとめ
たものです。生活に困窮された市民の皆様にご活用いただけ
れば幸いです。

河原 忠憲　1973年文学部史学科卒業
　2年半前、高死率のすい臓がんで余命宣告を受けましたが・・・。今日、午前中畑に行き、午後は孫（1歳半）と散歩

に毎日行っていることが信じられません。あの秋の日、前年よりの課題。農機具（乾燥機・田植機・コンバイン）の

買い替え、その年の１９号台風被害（3つの農業倉庫・ハウス・自宅・蔵）からの復旧。それに重なり、がん告知、娘・

孫との同居と幾重ともなりました。それから2年半、三度の手術延期、抗がん剤の克服、急性ちょうねんてんの手術

などと立ち向かってこれたのも、小生を取り巻くみな様と家族のおかげだったと思っています。いまは3月、農業も

一段落し、一年が一番ほっとするときです。近くの喫茶店コメダで「かわはら版」の原稿を書き終えました。毎号こ

れに感想をくれるK（A高剣道部同窓）さん。「農業を毎日勉強しています」と絵はがきで返事をくださるK（元馬路

郵便局の母親）さん。「かわはら版で農業を知りました。書き続けることは、あなたの役目です。」と府立大のM先

生、T先生。いろんな方の励ましにより、65号（16年）となりました。時折シリーズを入れるため、京都の図書館で勉

強をします。人が一生のうち学ぶことが同量とすれば、小生、学生時代に怠けていたのかもしれない、74歳の追い

込みをかけています。

金田 宗渕　1986年文学部仏教学科卒業
　35年前の卒業生です。禅僧に憧れて約10年間専門道場に在錫し，その後は社会福祉協議会で福祉業務に埋没

し，現在は次長として組織管理に埋没しています。これまでにケアマネジャーとしてターミナルケア，8050問題等

の生活困窮者支援，うつ病や自死対応，貧困や障害を起因とした犯罪予防，各種福祉計画の策定他，私生活でも社

会福祉士，民生委員，保護司，成年後見人等，福祉漬けの生活を続けて参りました。そうした福祉生活25年の間，

苦しむクライアントを前にすれば，改めて佛教と禅の凄さと実感するばかりでした。数々の福祉現場から塾考を重

ねた結果，このたび宗門に復帰し，佛教と福祉の伴奏者として支援することが最良の方法と結論しました。

　現花大生の皆さんに伝えたい。仏教はとてつもなくダイナミックで一生をかけるに値する道です。十八番の座禅

は多くの生命を息吹かせます。このまま迷わず学んで下さい。確信を以て再度言います。「マチガイなし!」。

谷口 博　2001年大学院社会福祉学研究科卒業
　「社会福祉の原点」「社会福祉的真実の探求」を学習課題とし、本学大学院社会福祉学修士課程志願したのは、

46歳の時でした。それまで私は23年間福祉の現場で勤務してきましたが、私の福祉的課題である大乗仏教教義を

精神的理念とするものでした。

　私のこの精神は、障害児（者）によって支えられてきました。具体的には、自己の喜び（幸福）は他者の喜び（幸

福）であり、他者の喜びは、自己の喜びであるとして自己覚知することの重要性、必要性を重症心身障害児（者）か

ら学ぶことができたことでした。

　ある意味で私は福祉の現場を性善説として捉えていたのです。私は複数の大学院（社会人）入試要項を取り寄

せ、現場福祉の矛盾点を私の視点から学び直すために、早期退職しました。71歳になった今、コロナの渦中で、花

大精神で、福祉の原点を私なりに歩んでいます。

書 籍 案 内
本学関係者
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