
学習院大学理学部同窓会総会
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総会次第

• 開会挨拶

• 議案審議

• 閉会挨拶
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開催挨拶

理学部同窓会会長 金子 七三雄
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• 会則第１７条（総会）

定時総会では、次の各号を審議する。

（１） 決算の承認

（２） 予算の承認

（３） 事業報告の承認

（４） 事業計画の承認

（５） その他

２ 定時総会は毎年１回、会長が招集する。

３ 定時総会の議長は会長又は会長が指名したものとする。

• 会則第１８条（総会決議）

総会の決議は、出席会員の過半数の賛意をもって成立する。

• 会則第１９条（総会審議事項）

総会は、本会則に定める事項のほか、本会の目的の範囲内にある

如何なる事項についても審議し、常任幹事会に勧告することができる。

学習院大学理学部同窓会
2022年度 定時総会
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学習院大学理学部同窓会
2022年度 定時総会

 第1号議案 2021年度事業報告

及び2022年度事業計画

◼ 第2号議案 2021年度決算承認､監査報告

◼ 第4号議案 2022年度予算承認

◼ 第5号議案 役員承認

◼ 第6号議案 その他

005



第 1 号議案

2021年度事業報告
及び

2022年度事業計画
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１．会員へのサービス

２．理学部学生へのサービス

３．理学部・桜友会
に対する協力・ホームページ

随時更新（5回/年）
・情報発信
双方向情報発信システム（随時）
桜友会報（理学部同窓会の頁) (12,5月)

“理学部同窓会だより「想」” (12,5月)

・親睦
新年会(中止）
オール学習院の集い(中止）
ゴルフ会 (中止)

・技術交流会
教員と同窓生による講演(中止)
見学会(中止)

・就職支援活動
理学部独自の就職セミナー実施

・学生表彰（3月）

・各種行事への参加
生命科学科シンポジウム
桜友会各委員会

・交流及び提言
理事会

４．その他

・総会（6月）

・常任幹事会 （9,12,3,5月）

オンライン

2021年度事業報告

007



１．会員に対する
サービスの充実

・双方向の情報発信の活用
・ホームページの拡充
・親睦行事の推進
・技術交流会の推進
・「桜友会報」に同梱する
理学部同窓会だより「想」
の活用

２．理学部学生に対する
サービスの充実

・就職支援活動の展開
・学生表彰制度の継続

３．理学部・桜友会
に対する協力

・桜友会主催行事への参加
・理学部教員・学生との交流

４．その他

・委員会活動の活性化
・同窓会の仕組み改善
・卒業生データベースの整備

2022年度事業計画
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理学部同窓会基本方針（スローガン）

学習院・桜友会の基本方針に則り
＜勢いのある学習院＞を目指して

母校への物心両面の支援
会員相互の親睦
社会への貢献

昨年度に引き続き
教職員との交流を深め
情報共有を強化し
理学部への協力に努める

009



理学部同窓会組織 （2022年6月現在）

常任幹事会

同

窓

会

員

委

員

会

技 術 交 流

会 誌

就 職 支 援

広 報

組 織
約 8,000名

事務局
（理学部
同窓会賞）

（理学部
同窓会

基金）

会 長
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理学部同窓会各委員会の

2021年度事業報告

2022年度事業計画

１．技術交流委員会

２．就職支援委員会

３．広報委員会

４．会誌委員会

５．組織委員会

６．事務局

７．ゴルフ会
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2022年度 技術交流委員会運営体制

委 員 長
副委員長
副委員長

委 員

鈴木 明
田川良彦＊
榊原正曜＊

葛城茂敬
矢川暢芳
久邇朝宏
林なおみ
堀田明久
猪越俊久＊
内山 光

山崎晶三＊
森嶋俊一
小阪礼子＊
渡邉 マリ＊
永山淑子＊
中野 伸
阿部史治＊
開 康一

（昭51化）
（昭53物）
（昭53化）

（昭34化）
（昭36物）
（昭42物）
（昭42数）
（昭43物）
（昭43経）
（昭45化）

（昭47化）
（昭47数）
（昭51化）
（昭52数）
（昭53化）
（昭55数）
（昭57化）
（平04物）

（＊：事務局担当） 敬称略

（以下18名）
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技術交流会

2021年度報告と2022年度予定

2021年度
コロナ禍の為、2021年度内の講演会・見学会は中止といたしました
2022年度予定
年内の講演会もコロナ禍の為、中止といたします
尚、見学会につきましては10月末の状況で判断いたします

インターネットでの開催も検討いたしましたが、会員の年齢層を
考えると聴衆者が集まる可能性が低いと判断し、中止といたしま
した
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就職支援委員会
2022年活動計画(案）

2022年5月16日

就職支援委員会事務局

理学部同窓会常任幹事会資料
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2021年度

活動報告

•コロナ禍によってすべ
ての活動をオンライン
で実施した。

･企業側での採用活動が
前倒しになっているこ
とに対応すべく実施時
期を前倒しした。

2

実施時期 内容

2021年10月 就職活動の理解

2021年10月 業界理解

情報システム

電機・精密・機械

化学・素材

製薬・化粧品・食品

2021年10月 内定者報告会

2021年11月 OB/OGによる企業説明会

情報システム

電機・精密・機械

化学・素材

製薬・化粧品・食品

2021年12月 面接練習会１

2022年2月 面接練習会２

※ 実際の参加者は申込の7～8割
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2022年度

活動計画概要

［活動方針］：

◆内容・実施時期につい
ては従来を踏襲しながら
適宜最適化する。

◆対面とオンラインに
よって実施する。

◆就職活動に関して個別
相談を受ける窓口を設け
る（随時）。

3

2022年4月 就職活動の理解（オンライン）

2022年5月
自己理解（対面）
仕事・業界の理解（オンライン）

2022年6月 ESの書き方

2022年9月～10月 業界／企業説明会

電機・精密・機械分野

化学・素材分野

製薬・化粧品・食品分野

情報システム分野

2022年10月 内定者による就職活動報告

2022年11月 理学部OB/OGによる業界･企業・仕事説明

2022年12月 面接練習会1（オンライン）

2023年2月 面接練習会2（オンライン）
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委員長 鈴木明 (昭51化)

副委員長 金子七三雄 (昭51物)

事務局長 泉田洋一 (昭60数)

事務局 永山淑子 (昭53化)

事務局 川田秀司 (昭60数)

委員 飯塚智子 (昭45化) 松澤節子 (昭59化）

田村隆雄 (平02物）

榊原正曜 (昭53化) 橋本竜一 (平04物）

塩沢一成 (昭57化) 安達佳宏 (H13物）

阿部史治 (昭57化) 三井道郎 (昭57化）

渡邉匡人先生 (昭62物） 高島明彦先生 (生命科学科)

中野伸先生 (昭55数） 河野淳也先生 (化学科）

2022年度就職支援委員会推進体制

事務局で企画し、運営は適宜委員およびOB/OGの協力を得て推進する。
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広報委員会

委 員 長 水野 秀紀 （昭53物）

矢川 暢芳
飯塚 智子
内山 光
黒崎 裕子
石川 一郎
真船貴代子
永山 淑子
中野 伸

（昭36物）
（昭45化）
（昭45化）
（昭46数）
（昭52物）
（昭53物）
（昭53化）
（昭55数）

委員（2022年度）

委 員
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2021年度活動報告及び2022年度活動計画

【2021年度活動報告】
１．桜友会報理学部同窓会ページの記事取りまとめ

第199号（2021年12月発行）、第120号（2022年5月発行）

２．理学部同窓会ホームページの編集更新

随時、最新情報を掲載 （更新 約12回/年）

【2022年度活動計画】
１．桜友会報理学部同窓会ページの記事取りまとめ

第121号（2022年12月発行予定）、第122号（2023年5月発行予定）

２．理学部同窓会ホームページの編集更新
随時、最新情報を掲載 （更新 約12回/年）
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組織委員会 ２０２１年度

◎組織委員会メンバー(2021年度)
委員長 山崎 晶三 (昭47化)
副委員長 佐々木 昇藏(昭50数)
委員 畑中 茸雄 (昭38化) 林 なおみ (昭42数)

鈴木 征 (昭43化) 黒崎 裕子 (昭46数)
水野 秀紀 (昭53物) 永山 淑子 (昭53化)
田島 博和 (昭63数) 開 康一 (平04物)

◎ 2021年度活動概要
・理学部同窓会基金の検討

表彰制度基金の見直し 他
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組織委員会 ２０２２年度

◎組織委員会メンバー(2022年度)
委員長 山崎 晶三 (昭47化)
副委員長 佐々木 昇藏(昭50数)
委員 畑中 茸雄 (昭38化) 林 なおみ (昭42数)

鈴木 征 (昭43化) 黒崎 裕子 (昭46数)
水野 秀紀 (昭53物) 永山 淑子 (昭53化)
田島 博和 (昭63数) 開 康一 (平04物)

◎ 2022年度活動計画
・理学部同窓会組織の見直し
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会誌委員会
2021年度活動計画と報告
同窓会誌「想」発行

第17号(2021年12月発行)
第18号(2022年 5月発行) 

理学部同窓会のホームページにWeb版「想」を掲載
2022年の活動に向けて
同窓会誌「想」発行予定

第19号(2022年12月予定) 、第20号(2023年5月予定) 
広報委員会との連携

会員のための記事を目指して（想いをつなぐ）
新しい取り組みの検討（表彰学生のその後など）

コロナ禍での編集方法（zoom委員会）
委員長真船貴代子 (昭53物) 副委員長神山和士 (昭52化)

畑中茸雄 (昭38化) 鈴木晴郎（昭45化） 黒崎裕子 (昭46数) 
小阪礼子 (昭51化) 金子七三雄 (昭51物) 松澤節子 (昭59化) 
田島博和 (昭63数) 菊池景寿（昭54物）
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事務局

事務局長 渡邉マリ （昭52数）

副事務局長 神山和士 （昭52化）

副事務局長 四方のぞみ （昭54数）

（会計）

委員 畑中明美 （昭44化）

石川一郎 （昭52物）

真船貴代子 （昭53物）

中野伸 （昭55数）

7名
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活動報告・計画（コロナ禍で変更あり）

4月 オール学習院の集い中止

5月 常任幹事会（オンライン）

6月 総会（オンライン）

7月 常任幹事会（オンライン）

9月 常任幹事会（オンライン）

10月 教職員との懇親茶話会

同窓会賞表彰対象学生
推薦依頼

12月 常任幹事会（オンライン）

1月 新年会・見学会中止

3月 学校・学部同窓会
代表者会中止
常任幹事会（オンライン）

理学部同窓会賞表彰

4月 オール学習院の集い中止

5月 常任幹事会（オンライン）

6月 総会（オンライン）

7月 常任幹事会（オンライン）

9月 常任幹事会（オンライン）

10月 教職員との懇親茶話会

同窓会賞表彰対象学生推薦依頼

12月 常任幹事会（オンライン）

1月 新年会・見学会（検討中）

3月 常任幹事会（オンライン）
理学部同窓会賞表彰

2021年度活動報告 2022年度活動計画
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2022年度 理学部同窓会ゴルフ会

会 長
副会長
副会長
副会長
幹事長

酒井佐芳
矢川暢芳＊
後藤哲二＊
真船貴代子＊
鈴木 明＊

（昭34物）
（昭36物）
（昭42物）
（昭53物）
（昭51化）

（＊：事務局担当）

（敬称略）

（会員52名）

・活動状況

2021年度はコロナ禍の為、中止
2022年度はコロナ禍の状況により 実施・中止を判断する
春季ゴルフ会（5月27日雨天中止⇒6月17日延期）
秋季ゴルフ会（10月）
・ ゴルフ練習会（GR会）：原則毎月第二金曜日
①コロナ対策が徹底されている都内のゴルフ場
②3組以内 ③セルフプレー
但し、コロナ禍の状況により 実施・中止を判断する



第２号議案

・２０２1年度一般会計決算報告
・一般会計監査報告

・２０２1年度表彰会計決算報告
・表彰会計監査報告
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第３号議案の審議

２０２２年度一般会計予算案

２０２２年度表彰会計予算案
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第４号議案

役員承認
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理学部同窓会役員（2022年6月現在）

No. 氏 名 卒年 学科
理学部同窓会の

役職
No. 氏 名 卒年 学科

理学部同窓会の
役職

1 金子 七三雄 S51 物理 常任幹事（会長） 21 真船 貴代子 S53 物理 常任幹事

2 山崎 晶三 S47 化学 常任幹事（副会長） 22 水野 秀紀 S53 物理 常任幹事

3 渡邉 マリ S52 数学 常任幹事（副会長） 23 榊原 正曜 S53 化学 常任幹事

4 矢川 暢芳 S36 物理 常任幹事 24 永山 淑子 S53 化学 常任幹事

5 畑中 茸雄 S38 化学 常任幹事 25 四方 のぞみ S54 数学 常任幹事（会計幹事）

6 齋藤 正 S42 化学 常任幹事 26 中野 伸 S55 数学 常任幹事

7 林 なおみ S42 数学 常任幹事 27 阿部 史治 S57 化学 常任幹事

8 鈴木 征 S43 化学 常任幹事 28 塩沢 一成 S57 化学 常任幹事

9 畑中 明美 S44 化学 常任幹事 29 三井 道郎 S57 化学 常任幹事

10 飯塚 智子 S45 化学 常任幹事 30 佐藤 健一 S58 化学 常任幹事

11 内山 光 S45 化学 常任幹事 31 松澤 節子 S59 化学 常任幹事

12 鈴木 晴郎 S45 化学 常任幹事 32 渡邉 匡人 S62 物理 常任幹事

13 黒崎 裕子 S46 数学 常任幹事 33 田島 博和 S63 数学 常任幹事

14 佐野 義規 S47 数学 常任幹事 34 田村 隆雄 H02 物理 常任幹事

15 佐々木 昇藏 S50 数学 常任幹事 35 開 康一 H04 物理 常任幹事

16 小阪 礼子 S51 化学 常任幹事 36 安達 佳宏 H13 物理 常任幹事

17 鈴木 明 S51 化学 常任幹事 37 河俣 強 S46 数学 監事

18 石川 一郎 S52 物理 常任幹事 38 諸戸 清郎 S46 物理 監事

19 神山 和士 S52 化学 常任幹事

20 田川 良彦 S53 物理 常任幹事 ※ 本年度より就任 033



その他

第５号議案
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閉会挨拶 副会長 山崎晶三（昭47化）
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