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聖隷クリストファー大学

【ホームカミングデー】

2021 年１１月 6 日（土） 12：30～
会場：聖隷クリストファー大学 およびオンライン
プログラムの変更につきまして
新型コロナウィルス感染予防のため、例年行っていたパーティは延期といたします。
また、新型コロナウィルス感染拡大の状況により、プログラムは掲載内容から変更となる可能性がございます。
その場合にはホームページ（https://www.seirei.ac.jp/homecome）にてお知らせいたします。
なお、静岡県外にお住まいの方は、移動による感染リスクを避けるため、ぜひオンラインでご参加ください。

ホームカミングデー2021 のご案内
初秋の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より本学の教育研究活動にご理解とご支援を賜り心より御
礼申し上げます。
さて、このたび第 15 回ホームカミングデーを下記の要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。ホームカミング
デーは、卒業生の皆様に母校に戻り本学の様子を知っていただき、同窓生や先輩・後輩と旧交を温め、また教職員と交流し
ていただく会にしたいと考え、今年も 11 月 6 日（土）に聖灯祭（大学祭）と同日開催予定です。
本学は、短期大学、ヘルパー学園、専門学校、大学学部・大学院、すべての卒業生の皆様に生涯学習の場として仕事や研
究・研修の拠り所、また保健医療福祉の最新情報や人材情報の交換拠点として、母校を活用していただくことを願っており
ます。また、卒業生の皆様には、後輩の大学祭をぜひ盛り上げていただきたいと思います。同期の方々、さらに先輩・後輩
の方々とお声をかけ合って、ぜひこの機会に母校にお出かけください。卒業生が実行委員長になり、各年代から実行委員が
選ばれ準備を重ねております。多くの卒業生の皆様とお会いできることを、とても楽しみにしております。
2021 年９月 1 日

聖隷クリストファー大学

学

長

大城 昌平

ホームカミングデー2021 実行委員会

委員長

井口 奈津子

< 実 行 委 員 > 卒業生、同窓会、大学で実行委員を構成し、ホームカミングデーの企画・運営をしております。
◎： 実行委員長、 ○： 副実行委員長
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◎井口奈津子、○伊藤雅子
石埜和子
○松井祥子、長谷川香織
池谷さえ子
中原紀代子
豊田 憲、今別府 修
田中広子
高柳史江、二橋幸世子、室加千佳
加藤実可子、松下佳世、有村優範
河野貴大、寺田康祐
丸山 徳
金原昂平、齋藤元紀、中道景
川崎理恵
齋藤智美、齋藤美穂、松本奈緒美
鈴木徹也、曽根佑太、髙橋大生
中森円、冨田千裕
井口夕渚
中島静香、三島瑛那実
川畑大河
佐々木紅実、松井陵人
池谷夏季、村上次世彦
稲垣翔太、鈴木伶実
渋谷奈ノ葉、中村優見
一ノ宮唯華、内野菜津美
増井登、加藤日奈子
中山旭、松本千里
鈴木理菜、鳥井綾乃
保﨑実桜、山本流生
楠侑也、奈良彩里
市川真子、竹内優花クレール
西澤楓、宮城文美
会長／紅谷 純
副会長／木村忠雄
理事／佐久間俊輔
就職部長
看護学部
社会福祉学部
リハビリテーション学部
介護福祉専門学校
キャリア支援センター

学部・学科・専攻等

短期大学第一衛生看護学科/6期生
ヘルパー学園/7期生
短期大学専攻科助産学特別専攻/2期生
ヘルパー学園/16期生
短期大学専攻科助産学特別専攻/12期生
聖隷介護福祉専門学校/13期生
短期大学看護学科/26期生
看護学部/7期生
看護学部/17期生
社会福祉学部 社会福祉専攻/8期生
社会福祉学部 介護福祉専攻/8期生
社会福祉学部 こども教育福祉学科/1期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 理学療法学専攻/5期生
社会福祉学部 社会福祉学科/15期生
社会福祉学部 介護福祉学科/15期生
社会福祉学部 こども教育福祉学科/8期生
看護学部/25期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 理学療法学科/13期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 作業療法学科/13期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 言語聴覚学科/13期生
看護学部/26期生
助産学専攻科/14期生
社会福祉学部 社会福祉学科/17期生
社会福祉学部 介護福祉学科/17期生
社会福祉学部 こども教育福祉学科/10期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 理学療法学科/14期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 作業療法学科/14期生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 言語聴覚学科/14期生
聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校/4期生
聖隷介護福祉専門学校/11期生
短期大学第二衛生看護学科/9期生
リハビリテーション学部 理学療法学科/7期生
福田俊子
山村江美子、神﨑江利子
福重浩之、落合克能
矢部広樹、谷 哲夫、佐野哲也
髙山暢子
吉田 新、清水聖亜、櫻井 毅、岡本秀美、河本尚知

記
開 催 日

2021 年 11 月 6 日（土）

受

大学：

付

到着されましたら、2 号館 1 階学生ホールの「ウェルカムセンター」にお立ち寄りください。

オンライン：
時間になりましたら、招待メールに従って ZOOM を立ち上げてください。
※招待メールをお送りするため、遅くとも前々日（11/4）の 13 時までに
「@seirei.ac.jp」が受信できるアドレスを右記 QR コードからご登録く
ださい。

領域ごとの勉強会・交流会
領域ごとでテーマを設けます。学年、世代を超えて交流を深める会とします。
◎看護系、社会福祉系、リハビリテーション系に分かれて行います。
興味のあるテーマにご参加ください。

幹事年度ごとのプレイバック＆クイズ
懐かしい旧友と一緒に楽しいひと時をお過ごしください。

お申 し込 み

各プログラムへの出席のご回答を１０月 11 日（月）までにお知らせください。

返信用ハガキ、ホームページの申し込みフォーム（スマートフォンからもできます）
、E-mail、お電話など
いずれの方法でも結構です。卒業時から住所、勤務先等が変更になっている方は、お知らせください。
※今回、参加される卒業生の皆様の交流を一層深めるため、参加者名簿（お名前、卒業年度、お勤め先、役職のみ掲載）をお配りします。
※ご欠席の場合は、ぜひ同窓生、在学生（後輩）
、大学にメッセージをお寄せください。

◀ 第 1 回ホームカミングデー2021
実行委員会の様子

聖隷クリストファー大学ホームカミングデー事務局（キャリア支援センター内）

TEL 053-436-7233
E-mail

FAX 053-437-6782

career@seirei.ac.jp

ホームカミングデーホームページ www.seirei.ac.jp/homecome/
事前に申し込みをされていない方でも当日ご参加いただけます。

ホームカミングデー20２１タイムスケジュール
ウェルカムセンター（受付）

ウェルカムセレモニー

受付・ホームカミングデーの
プログラムの説明や聖灯祭
のご案内をいたします。
また休憩のできるスペース
をご用意しておりますので、
待ち合わせや休憩場所とし
てご利用ください。

学生ブラスバンドによるファンファーレ
に始まり、大城学長による歓迎の言葉、実
行委員長の挨拶、歓迎演奏など、教職員一
同で卒業生の皆さまを歓迎する式典を行
います。

遠方にお住まいの方も
オンラインでご参加いただけます‼
最初にウェルカムセンターに
お立ち寄りください

２号館１階学生ホール
12：30

ウェルカムセンター
◎学生ホール北側

受付

インフォメーション

休憩スペース

13：00
ウェルカムセレモニー
◎学生ホール 南側
◎13：00～13：30

1～5 号館
（会場は、当日 掲示にてご案内します）

13：30
領域ごとの勉強会・交流会
◎13：40～15：10

14：00

■看護系
自由な交流会
◎学生ホール北側
◎13：40～15：10

14：30

テーマ 『その人らしい生き方・逝き方への支援
－病院から在宅への移行を考える－』
■社会福祉系
テーマ① 『コロナ禍の同窓会
～こんな時代だからこそ、皆で会ってリフレッシュしよう！～』
テーマ② 『話そう、楽しもう、こころもスカッと！』

15：00

15：30

■リハビリテーション系
テーマ 『臨床お悩み 110 番』

幹事年度ごとの
プレイバック＆クイズ
◎15：10～16：00

16：00

※ 写真は昨年度の様子

ホームカミングデー

領域ごとの勉強会・交流会のテーマ

■看護系
テーマ 『その人らしい生きかた・逝きかたへの支援
－病院から在宅への移行を考える－』
超高齢化社会が進むわが国では、「住み慣れた家や施設で、最期まで穏やかに過ごしたい」と
考える方が増えてきています。終末医療が在宅診療・在宅看取りへと大きく舵を切りつつある
今、さまざまな立場から病を抱えた人を支援してきた専門家とともに、その人らしい“いきかた”
について考えてみませんか。

■社会福祉系
テーマ① 『コロナ禍の同窓会
－こんな時代だからこそ、皆で会ってリフレッシュしよう！－』
楽しい同期・憧れの先輩・懐かしの恩師に、久しぶりに会いたい！ですよね？
お互いの近況を聞くもよし、学生時代の思い出を話すもよし。コロナ禍でも頑張ってるあなたの
リフレッシュの機会になりますように！
【予定している企画】
①複数のテーマを準備しておしゃべり会
※退職された先生も参加（詳細未定）
②ピクトグラムパフォーマンスで写真撮影！
③スポーツ（アクティビティ）企画

テーマ② 『話そう、楽しもう、こころもスカッと！』
今、幼稚園、保育園、こども園や福祉施設で働いている人もそうでない人も、たまにはみんな
で集まってお話しませんか？
うれしい話、ちょっと悲しかった話、グチでも OK！ みんな、集まれ！

■リハビリテーション系
テーマ 『臨床お悩み 110 番』
セラピストの皆さんは、リハビリテーションの評価や治療、経験したことのない疾患への対応、
リスク管理や困難症例への対応、ひょっとしたら職場の人間関係や自身の今後のキャリアな
ど、多くの悩みを抱えているのではないでしょうか。今回はセラピストが抱える悩みを集め、経
験豊富な教員の先生方に解決してもらう、相談企画を設けました。皆さんの悩みを解決してく
れる素敵な景品が当たるお楽しみ企画（ビンゴ大会）も計画しています。
皆さんのお悩みと共に、ぜひご参加ください！

看護系実行委員

社会福祉系実行委員

リハビリテーション系実行委員

■時間／10：00～11：30

保 健 師 の集 い

■会場／当日、掲示にてご案内します
専門職同士の世代を超えた交流をねらいとしています。
日々の仕事の中で感じていることや悩みを共有し合って、
リフレッシュしましょう！
また、仕事をしている中で感じる疑問をもとに、テーマを
決めて勉強会を行っています。

テーマ 『コロナ禍における
保健師の役割の変化について』
コロナ禍における保健師の活躍、役割について何を考え、
どのような経験をしてきたか（しているのか）共有する場を
設けました。
皆様のお話を今後の活動に向けての参考にさせて頂けた
らと思います。
当日は遠隔での参加も可能です、遠方の方もぜひ気軽にご
参加ください。

※保健師の集いには、公衆衛生看護学の教員も参加しています。
保健師活動に関する相談、就職の相談など、なんでもお声をかけてください。お待ちしています。

■時間／10：00～11：30

助産師交流会

■会場／当日、掲示にてご案内します
2018 年度より、卒業生・修了生の助産師が気軽に集まり、繋
がれる場として「助産師交流会」を開催しています。
日頃、病院や地域で活動していて思っていることや感じている
ことをみんなで共有してみませんか。何かのヒントが見つかる
かもしれません。
同僚の方、同級生、先輩後輩でお誘い合わせのうえ、多くの
皆様のご参加をお待ちしております。リモートでの参加もでき
ますので、遠方の方もお気軽にご参加ください。
※本学の学部や短期大学を卒業後、他の養成校で助産師に
なった方や助産師の活動に興味のある方も大歓迎です。

「保健師の集い」
、
「助産師交流会」の参加お申し込みは、ホームカミングデーの
返信用ハガキまたはホームページの申し込みフォームからできます。
なお、ZOOM でご参加される場合は、招待メールをお送りする都合上、遅くとも
前々日（11/４）の 13 時までに右記 QR コードからお申込みください。その際には
「@seirei.ac.jp」が受信できるアドレスをご登録ください。

ホームカミングデーのホームページでは、
領域ごとの勉強会・交流会の詳細、ご出席予定の退職された先生方の
お名前やメッセージなど、随時ご紹介していきますので、ぜひご覧ください。
▶ www.seirei.ac.jp/homecome/

秋のオープンキャンパス
会場／聖隷クリストファー大学
お問い合わせ／入試・広報センター ☎053-439-1401
詳しくは大学ホームページをご覧ください。

▶ https://www.seirei.ac.jp
※新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況によっては
プログラムが変更または中止となる場合があります。

大学院
■時間／10：30～12：00（受付 10：00）

■内容／各研究科紹介、個別相談など

先端科学技術の発展による医療の高度化、少子高齢社会の到来に伴い、日々変容する状況に十分対応できる
高度専門職業人の養成が重要課題になっています。聖隷クリストファー大学大学院には、看護学、リハビリテー
ション科学、社会福祉学の３つの研究科（博士前期課程・博士後期課程）があります。本学を卒業した方、既に
医療機関や福祉施設等に専門職として勤務経験を持つ方が入学し、それぞれの分野をより深く探求し、より質の
高い援助ができる優れた専門職をめざすための教育を行っています。
少しでも興味や関心のある方は、ぜひお越しください。

大学
■時間／10：00～12：00、14：00～16：00
高校生が興味のある分野別に参加できるオープンキャンパスを実施します。高校生が学びたい分野に関わ
る専門職への理解を深めるとともに、対人援助における多職種間連携と協働についてもご説明します。また、
実習室を見学するキャンパスツアーも行います。
＜午前＞
テーマ 1：医療に関わる（病院で働く）専門職について
テーマ 2：地域・福祉に関わる専門職について
テーマ 3：こども・発達に関わる専門職について

＜午後＞
テーマ 4：国際的に活躍する専門職について
テーマ 5：教育（学校）に関わる専門職について
テーマ 6：心理に関わる専門職について

専門学校
■時間／10：00～11：30
■プログラム
校長挨拶、学生による学校紹介、入試・奨学金説明、模擬授業、キャンパスツアー、
教員・学生との懇談
高校生のお子さまがいらっしゃる方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

福祉・教育エッセイコンテスト
福祉・介護・教育・こどもにかかわる方々を応援するため、エッセイコンテストを開催します。
作品の応募締め切りは 9 月 21 日（火）です。詳しくは、大学ホームページをご覧ください。

■テーマ
■部 門
■ 賞
■発 表

「福祉」「介護」「教育」「こども」「多文化共生」「誰もが自分らしく生活できる社会」
高校生部門、一般部門
最優秀賞（高校生部門・一般部門 各 1 名）、優秀賞（高校生部門・一般部門 各 2 名）
特別賞（10 名） ※受賞された方には記念品（大学グッズ等）を贈呈します。
10 月 20 日（水）「県民福祉の日」に大学ホームページにて発表します。

地 域 連 携 推 進 センターからのご案 内

大学教員採用情報

地域の保健医療福祉の更なる質の向上のため、聖

聖隷クリストファー大学では、本学で学

隷クリストファー大学の教員がそれぞれの専門性を

び建学の精神を理解した卒業生の中から、

活かして研修会等の講師を務めます。また、地域の

本学の教員として教育研究活動に意欲と

自治体や専門分野に関わる協会・協議会等の団体に

熱意をもって教育に関わっていただける

おける委員等を積極的に務め、保健医療福祉の質の

方を募集しています。興味、関心のある方

向上につながる政策形成に参画します。

は、本学ホームページ上の「ＷＥＢキャリア

講師や委員等の派遣に関するご要望がありました

支援センター」の求人情報画面から登録い

ら、地域連携推進センターホームページよりご依頼く

ただくか、下記お問い合わせ先までご連絡

ださい。

ください。

地域連携推進センターホームページ
聖隷クリストファー大学ホームページ＞

聖隷クリストファー大学ホームページ
◎求人情報配信システム

研究・地域連携＞
地域連携推進センター

お問い合わせ先
聖隷クリストファー大学 総務部
TEL：053-439-1400

お問い合わせ先
聖隷クリストファー大学地域連携推進センター
TEL：053-439-1400 FAX：053-439-1406
E-mail：health-science@seirei.ac.jp

保健医療福祉の総合大学

聖隷クリストファー大学
|看護学部 看護学科
|助産学専攻科
|リﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科
|社会福祉学部 社会福祉学科（ソーシャルワークｺｰｽ・介護福祉コース）・こども教育福祉学科
|大学院 ［博士前期（修士）課程］［博士後期課程］ 看護学研究科／リハビリテーション科学研究科／社会福祉学研究科
|聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校
|聖隷クリストファー大学附属クリストファーこども園
|聖隷クリストファー小学校 英語イマ-ジョン＆探究の学び

