
2018年 度第2回 学院モニター会議(2019.1.16)で の主なご意見

◆ 「創立100周 年 に向けて」

資料 の説明を行い、委員の皆様か らの意見 を聴取 した。以下、主なご意見。
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告知 も含め、一過性のものでなく継続 的なものがいいのではないか。例えば前 から少 しずつ100

周年 と関連 させたイベン トを行い、当 日を迎える等。

ルーテル主催のス ピーチ コンテス トをスター トさせ る等、"今 か らのルーテルはこ うしたい"と

い うメ ッセージ性 のあるものを企画す る。

募金については、教育研 究が深 められ るよ うな ソフ ト面へ の基金の創設 もあっていいのではな

いか。

「建学の精神」 を軸に して、後世に残す ものを引き継いでいく大 きな節 目としてほ しい。

過去の資料 を早 く整理 し、展示、刊行物等 にした方がいい。

100周 年 にかかる予算は募金 に頼 るしかない。その為にも卒業生に働 きかけ、積極的に動 いて も

らえるよ うにす る。

私学の特色 を活か しつつ、"何 のため"、"何 を残すか"を 明確 にす る。

他で100周 年 を経験 してみて今 も明確 に残 っているものは、同窓会組織 が出来 たこと。 いまだ

に募金の呼びかけもある。

幅広い世代の子供たちがいるので、何かを作って も皆で使 えるとい うものがない。「私たちは一

つ」 とい う仕掛 けが欲 しい。 それぞれ の世代な りにエカー ド先生へのイメージを持つ ことがで

きる機会 となればいい。

100周 年 を契機 に"こ こか ら始 まった"、"ル ーテルの伝統"と するよ うなものがあれば、外部に

対するメ ッセージにも繋がる。

歴史を知る必要性か ら、エカー ド先生 のこれまでの経緯 も押 さえて頂 きたい。

「ルーテルはひ とつ」 とい うことが実感 できるよ うな全員が集 まれるよ うな事 があればいい。

100周 年を迎える頃は、ルーテルの一期生が40歳 位 となる。のいば ら会 とルーテル生の過渡期

に来てお り、同窓会 としても変革の時 となるのではないか。

じかにエカー ド先生 らと接 した昔の卒業生や近隣の方 々がお元気な うちに、聞き取 りが必要で

ある。

年々いい意味で変わってきてい る。 自分が大 きくな り、また回 りが変わってきても、 ここにル
ーテルがあるとい う存在感

、そ して変化 してい くことを外にも発信 してい くといい。

外部 だけでな く、内部 の教職員 にも"建 学の精神"を しっか り知 らせてい く必要がある。

記念誌は、90周 年誌 とい う土台があるので、90年 か ら100年 までの10年 間を充実 させれ ばい

いのではないか。

過去 の周年事業の際は、学院が同窓会 を必要 とす るような雰囲気がなかった。今後は同窓会 と

の関係をよ り強固にしていきたい。

同窓生 としては、卒業生である とい う魅力作 りを心 して繋 が りを深め、仲 間作 りを していきた

い。

卒業生が どうや った ら母校に愛着を持つか、例 として、自分 と関係 のあることに繋 げて結びっ

ける仕掛 けとして、全卒業生や 旧職員にメッセージを送 ってもらい、それ をHPに 載せて展 開 し

た り、在学生へのマイ クメ ッセージをUPす る等、　"one　Luther"　 を意識付 ける。

若 い人の意見 として記念誌はその時だけであま り見ない とい う声 もあった。 これ か らルーテル

に来たい とい う若い人たちの意見 を聞いて、時代に合った周知、　PRを してい く必要がある。

地域か ら学院 に対する期待 を踏 まえ、本 当にお金 をかけるのは どこなのか、100周 年に向け学院

は どうい う方向にい くのか、発信 してい く。

「学院はひ とつ」の使われ方 として、100周 年に向け　"one　Luther"　 を実質化す ることも大事。

卒業生 も、その 「学院 はひ とつ」の中にいる。100周 年 をきっかけ として、卒業生 を引き付 けサ

ポー ター を増や さない といけない。

卒業生が学院 を誇 りに思えるように学院 も変わる。

資料室の問題 と合わせ、地元紙の熊 日やニ ュースの活用、資料収集、PR方 法等 を整理 してい く。


