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卒業生の皆様、この度はご卒業おめでとうご

ざいます。在学生を代表し、本学を巣立ちゆく

皆様へお世話になった感謝と激励の意を込め、

心よりお祝い申し上げます。

高千穂大学に入学されてからの四年の月日

は、先輩方々にとってどのようなものだった

のでしょうか。日々の講義、ゼミナールでの

研究・発表、友人たちと過ごした日々、クラブ・

サークル活動、アルバイト等、とても充実した

日々を送られてきたと思います。四年間とい

う長いようで短い期間には、決して楽しいこと

ばかりではなく、数多くの困難に直面し、時に

は挫折してしまうこともあったことでしょう。

しかし、皆様は強い意志と大学生活で培われた

力で困難を乗り越え、このときを迎えられてい

るのではないでしょうか。そのような経験が

糧となり、今後開花されることを在学生一同、

心より願っております。この貴重な日々を共

有できたこと、先輩方と出会い、ご指導ご鞭撻

を頂けたことを大変光栄に感じております。

これから先輩方は、夢を実現すべくそれぞ

れが選んだ道を進まれることと思います。し

かし決して「心構え」を忘れないで下さい。宮

本武蔵という人物は、剣の修行から帰った際、

父に絶対に勝てる「構え」などあるのかと問い

ました。そして「心構えだ」と答えたといいま

す。この話を身近な経験の例で挙げると、学習

面において「私は絶対にAAをとる」ことやサー

クル活動において「絶対に負けない」というよ

うな絶対の信念と不敗の信念をもつこと、そ

してそれは、他ならぬ厳しい努力と練習から

うまれてくるということがいえます。すなわ

ち、自分は誰よりも多く努力してきた。誰より

も厳しい練習に耐えてきた等々、本物の苦労

をして初めて一流の「心構え」ができてくると

いうことです。

今は学習面やサークル活動を例に挙げまし

たが、これから社会に出るにあたって、様々な

場面においても、ましてやこれからの人生で、

このような「心構え」の必要な場面が多々生じ

てくると思われます。特に今日の経済状況は

世界的な不況の煽りを受け、日本経済は不安定

な様相を呈しており、明日はどうなるか分から

ない不確実な状態にあります。加えて、社会で

はこれまで以上の高い壁が皆様を待ち受けて

いると思います。しかし、そのようなときこそ

「心構え」を思い出して下さい。そして「我、事

において後悔せず」と胸を張って言えるよう、

心から願っております。

最後になりますが、高千穂大学に居ります

我々もまた、世に有為な人材として貢献すべ

く、日々更なる勉学、各種活動等に意欲的に打

ち込み成長する決意であります。そして、将

来、再び出会える日を楽しみにしております。

多くの卒業生、ご支援して下さった方々が築い

てこられた高千穂大学の伝統を堅持し、更なる

発展のため意欲的に活動・貢献していくことを

誓うと共に、新たな旅立ちを迎える皆様方の社

会でのご活躍とご健康を祈念し、在学生を代表

して心よりご卒業のお祝いを申し上げます。

在学生代表
人間科学部

齋藤 丈哲
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　平成22年度の功労賞受賞者が決定しました。本賞

は、本学表彰規程および表彰規程に関する細則により、

学生として他の学生の範となることを行った者、学友会

活動の振興に顕著な功績のあった者において功績を残

した学生を表彰するものです。

　受賞者一人一人の努力の成果が認められた栄誉ある

ものであり、卒業後もよりいっそうの精進を重ね、有為

な人材として活躍されることを期待してやみません。

栄えある
功労賞受賞者決まる

栄えある
功労賞受賞者決まる
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児玉　正徳 櫻田　覚

永見　友季

冨山　健一

小畑　友理

鎌田　美穂

今村　保奈美

佐野　香菜美

荒川　貴文

清野　真

平塚　陸

桒子　光

平石　かおり 本間　裕也 小杉　光伸

済陽　多良

上田　征宏

佐藤　涼子

富岡　裕太

加藤　麻由

青木　由有

佐野　陽 飯田　竜
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卒業生の皆さんへ 高千穂学園　同窓会事務局

高千穂同窓会

ご卒業おめでとうございます。
皆さんは、卒業されますと高千穂学園同窓会の会員となりま

す。心より歓迎いたします。
会費は、既に在学中に卒業後25年間分を授業料納入時に

納入していただいております。
同窓会の会員数は32,000人で、北は北海道から南は宮崎県

まで地区高千穂会が27支部ありそれぞれ活発な活動を行って
おります。
会員の皆さんへ同窓会は以下の色々なサービスの提供を

行っておりますのでご案内いたします。

○同窓会主催の総会・忘年懇親会への参加案内
平成23年5月21日（土）午前11時より総会と懇親会を学内で、

平成23年12月3日（土）忘年懇親会（場所は未定）を学外で、開
催いたしますので友人とお誘い併せの上、ご参加して下さい。
その都度、同窓会からご案内いたします。

○同窓会会報誌「TAKACHIHO」の送付
年2回（3月・9月）発行、学園・大学の近況報告、会員からの投

稿、各支部の活動報告、大学のクラブ・ゼミ活動の近況など様々
な情報を取り上げております。皆様からの投稿や近況報告など
をお待ちしております。

○地区高千穂会への参加案内
同窓会地区高千穂会は、現在全国27支部があり、懇親会を

開催しております。開催案内は地区高千穂会から発送いたしま
すので是非参加し、OBとの交流を図ってください。

○会員名簿の整理
名簿の管理は同窓会の最も大切な任務であり、また会員の

個人情報を慎重に取り扱っております。住所や勤務先の変更が
ある場合は速やかに同窓会事務局へお知らせ下さい。

○ホームページによる情報の提供
ホームページには同窓会の年間活動状況などの情報を随時
掲載いたしますのでご覧下さい。http：//www.takachiho.jp/ 
（大学のHPから「同窓生の方へ」をクリックしてください）
ご意見やご要望等がございましたらメールでお問合せ下さい。
E-mail：Dosokai@apricot.ocn.ne.jp

●  北を仰ぎ見れば、白い綾線の美しい草津白根山、少し歩けば、雄大な
浅間山もその噴煙とともに望むことが出来ます。

●  爽やかな風、澄んだ空気、素晴らしい自然に囲まれたセミナーハウスを
卒業後も家族や気の合う友人と利用いただけます。テニスやハイキン
グ、紅葉に温泉、スキーと四季を通じて楽しむことの出来る白根セミナー
ハウスへ是非おいで下さい。

送迎バス
万座・鹿沢口駅からセミナーハウス間の送迎を行っていますので、
希望される方は申し込み時にお申し出下さい。

申込方法
予約は利用日の2ヶ月前から受付を開始します。大学においでいただ
けない方はまず総務部（TEL 03-3313-0141）へご連絡ください。

定 休 日 毎週水曜日が定休日ですので、計画を立てる際にはご注意下さい。

施　　設
収容人員50名  客室8室（エアコン、テレビ完備）  食堂50席  駐車場10台  セミナールーム
野外バーベキュー（5月下旬～9月末）  テニスコート  バドミントンコート  卓球台

利用料金（1泊2食付） 卒業生　4,000円

取り消し及び変更
使用日の3日前までに総務部（TEL 03-3313-0141）までご連絡下さい。
それ以降の取り消しは、原則として利用料金の払い戻しはおこないません。

利
用
者
心
得

①チェックイン13：00　チェックアウト10：00
②公共利用場所（食堂等）の使用は午後9時00分までとする。
③利用者は、使用許可書を管理人に提出し、宿泊者名簿に必要事項を記入のうえ、部屋割を受けること。
④利用者は、管理人の指示に従い部屋の清掃、整理、整頓、食器の後片付け等は各自で行うこと。
⑤施設、備品等を使用するときは、あらかじめ管理人に届け、指示に従うこと。破損した場合は、その実費を
弁償すること。
⑥火気には特に注意し、喫煙者はマナーを守ること。
⑦施設内の風紀、秩序を乱したり、他人の迷惑となる行為をした者は以降の使用を禁止する。

●所在地 〒377-1712 群馬県吾妻郡草津町前口3-107　TEL 0279-88-4026
●交　通 上野より（直通又は渋川乗り換え吾妻線）万座・鹿沢口駅下車、送迎バスがあります。（約20分）
 関越自動車道、渋川・伊香保ICより約1時間
 上信越自動車道、碓井軽井沢ICから鬼押ハイウェイでの利用も可能

長年にわたりセミナーハウスの管理人をお願いしている戸部ご夫妻。

学友会セミナー風景

ホームページでもセミナーハウスの詳しい情報をご覧いただけます。 http://www.takachiho.jp/

白根セミナーハウス ここにしかない四季があります。
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▼本年度第59回目となる卒業式において、商学部199人、経営学部155人、人間科学部45人、大学院修士
40人、大学院博士1人の合計440人の卒業生を送り出す事となりました。▼皆さんにとって高千穂大学で
過ごした月日はいかがだったでしょうか、大学時代に学んだ事は今後の人生で大きな糧となることと思い
ます。さらに大学で得た友人は一生の宝となることでしょう。大学には同窓生の交流の場として同窓会が
ありますので是非足をお運び下さい。私たち教職員も皆さんとまたお会いできる日を楽しみにしておりま
す。▼卒業生の皆さんは、これまでご父母をはじめ多くの方々の指導や支援により今日という日を迎えた
ことでしょう。この日をひとつの区切りとし、お世話になった方へ感謝の気持ちを「ありがとう」の言葉に
してみてはいかがでしょう。卒業生の皆さん「おめでとうございます」。（編集室）

編集委員

●編集長 吉崎信彦

●委　員 髙橋　拓

 深津　剛

卒業生の方も図書館が利用できることをご存知ですか？
本学は卒業生の皆さんの社会活動を応援するために、
図書館を開放していますので、多いに利用して下さい。

卒業生の図書館利用について

図書館の情報はホームページでもご覧いただけます。

http://www.takachiho.jp/
03-3313-0147

利用方法

図書館総合カウンターで「図書館利用カード」発

行の手続をお取り下さい。その際、身分証明書の

提示と登録料1,000円が必要となります。図書の

貸出も行いますが、貸出期限や利用時間が在学生

とは異なる場合がありますので確認して下さい。

卒業生が卒業証明書などの証明書の発行を必要とする場合はインフォメーション窓口への直接申請（以下「窓口申請」）、

郵送による申請（以下「郵送申請」）の2種類があります。

①窓口備付の「証明書発行申請用紙」に必要事項を記入し

交付手数料をお支払いいただきます。

②申請後3日から7日以内（土日・祝祭日を除く）に発行いたし

ますので、所定期間を経てから事務取扱時間（平日9時から

16時30分、土曜日9時から11時30分）に直接来校されて

の受け取りか、郵送での受け取りになります。

「窓口申請」方法と証明書の受け取り 「証明書」の種別と交付手数料

①必要事項（申請者氏名・フリガナ・ローマ字氏名（「英文卒業

証明書」と「英文成績証明書」のみ）・生年月日・申請者住所・

電話番号・入学年月日・卒業年月日・学籍番号・使用目的・証

明書の種別と必要数）を記入した文書（形式は自由）を作成

してください。

　なお、卒業後の氏名を変更された方は、在学当時の氏名を

必ずご記入ください。

②①の「文書」と、交付手数料と同額の郵便小為替（郵便切手

でも可）と住所・氏名を記入した返信用封筒、返信用切手を

同封して申請してください。

③申請後3日から7日以内（土日・祝日を除く）に発行いたしま

すので、それ以降郵送での受け取りになります。

④なお、証明書発送後の郵便事故や不着には責任を負いかね

ますのでご承知おきください。証明書発送方法に「速達郵

便（＋270円）」や「簡易書留郵便（＋300円）」を利用する

ことをお勧めします。

「郵送申請」方法と証明書の受け取り

●申請先

　168-8508　東京都杉並区大宮2-19-1

　高千穂大学インフォメーション証明書交付係

　　03-3313-0431

●事務取扱時間

　平日9時から16時30分、土曜日9時から11時30分

●事務局休業期間

　日曜、祝日、創立記念日（5月27日）、夏季・冬季休業期間

申請先と事務取扱時間等

「卒業（修了）証明書」 200円

「成績証明書」 500円

「英文卒業（修了）証明書」 1,000円

「英文成績証明書」 2,000円

「単位修得証明書」 500円

「在学期間証明書」 200円

証明書発行の申請について証明書発行の申請について



ACCESS

井の頭線
（5分）

京王線
（8分）

井の頭線（10分）

のりかえ

井の頭線（13分）

徒歩
（7分）

高
千
穂
大
学

西永福 明大前

吉祥寺

新宿

渋谷

●中央線

●山手線●埼京線
●中央線●総武線
●地下鉄丸ノ内線

●山手線
●東急田園都市線
●東横線
●地下鉄銀座線
●地下鉄半蔵門線

■山手線・新宿駅または渋谷駅から西永福駅（井の頭線）まで13分
    （新宿駅からの場合は、明大前のりかえ）
■中央線・吉祥寺駅から西永福駅（井の頭線）まで10分
■西永福駅から本学まで徒歩7分

CAMPUS MAP

soumu@gac.takachiho.ac.jp
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喫煙に関するルールについて
本学キャンパスのある杉並区では、条例により区内全域で、歩
きたばこや吸い殻のポイ捨てを禁止（一部の路上禁煙地区では
条例違反者から過料を徴収）しています。
本学においても、構内の指定された場所以外での喫煙は禁止と
し、また、通学路等での喫煙についても歩きたばこや吸い殻の
ポイ捨てについては厳重に注意を与えています。
しかし、いまだにルールを守らない喫煙者が多く見受けられ、
非喫煙者のみならず近隣住民の方々、ルールを守って喫煙して
いる人にも多大な迷惑を掛けることとなっています。
高千穂大学の学生として、節度ある行動をとり喫煙マナーの向
上を心がけてください。

1号館

2号館

3号館

4号館

5号館

7号館

8号館

9号館

10号館

西門

セントラル
スクエア

勧学の碑

学風の碑

武道場
（杉並区指定有形文化財）

弓道場

守衛室

正門

幼稚園舎
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