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卒業生のみなさん、このletterは楽しんでいただけたでしょうか？みなさんの顔を思い浮かべながら懐

かしい気持ちで作成しました。読み終わったとき、「懐かしいなぁ」「未来大もいろいろ新しいこと始め

たんだ」「今度遊びに行こうかな」等と思っていただけたら嬉しいです。みなさんが在学していた頃は大

学も新しく、決まっていないことも多くありましたね。そのような中、私たちと一緒に東京未来大学の

礎を築きあげてくれたこと、心から感謝しています。ぜひ卒業生のみなさんにはこれからも東京未来

大学との絆を強く結んでいただき、卒業生同士の輪も広げていただきたいと思っております。これか

らも末永くどうぞよろしくお願いします！

卒業生の皆様、こんにちは。学友会としてレター作りに携わりました小笠原と小

林です。今回記事を作成するために先生方へコメントを頂戴しにいったところ、

先生方はあっという間に思い出を記載されていらっしゃいました。あらためて

卒業生の皆様と先生方が過ごした時間は、濃厚な４年間だったのだと実感しました。

この記事が、先輩方にとってさらなる飛躍と発展となって頂ければ幸いです。

今後も、施設の利用や先生方に相談など、気軽に東京未来大学に足を運んで

ください。私たち後輩たちも先輩方が来てくださることを心待ちにしております。

小笠原卓哉 ／ 小林太朗 萩元智子 ／ 山下祐子 ／ 飯島宏実 ／ 川崎百合香 

お子さまも大歓迎!

Jazz界に限らず実力が高く評価されている河波浩平さん（vo）をはじめ、国内外で活動する矢藤亜沙巳さん（p）、本川
悠平さん（b）、長谷川ガクさん（ds）の4名が織りなす第Ⅰ部と、観客のこども達を主役にしたミュージカルを楽しむ第Ⅱ部で
構成された体験型コンサートです。一足先に、クリスマスの雰囲気を満喫しませんか？満席必至のため、ご予約はお早めに！
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2014年度同窓会は2/11（水・祝）に開催します！
みなさんのご参加を心よりお待ちしております。 同窓会役員一同
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クリスマスファミリーコンサート!!
イベント紹介

pick up news

学　長

大坊郁夫先生より

皆さんのプロとして活躍する姿、
それが大学の不老不死の妙薬。

副 学 長

近藤俊明先生より

人生、コツコツやることです。
いずれ、自分の時がきます。

こども心理学部長

出口保行先生より

是非大学においでください。皆さんの顔を見ると
ホッと安心します。お待ちしています。

モチベーション行動科学部長

角山剛先生より

この卒業生向けletterが、卒業後も長きにわたり皆さんと
大学を結ぶ大きな力になることを願ってやみません。

12
13
SAT

昼の部〈13：00～〉
夜の分〈16：00～〉

ご予約はコチラから! （代表）TEL.03-5813-2525

編 集 後 記

学友会 卒業生支援担当



今年のテーマは『Ring』 創意工夫がなされたパフォーマンス 競技も盛り上がりました！ 応援団による迫真の演舞 総勢約600名！

人や組織を動かす原動力となる「モチベー
ション」を、経営、教育、心理・コミュニケー
ションの３領域から体系的に学ぶ日本初の
学部として誕生しました。少人数の対話型
授業や、学外での体験型授業、1年次から
のインターンシップなど、実際の社会で役立
つ学びを実践。学部生全員に最新電子端
末支給など学習環境も充実しています。

2012年4月に誕生した

『モチベーション行動科学部』

一期生は現在3年生！

発達しょうがい、不登校・ひきこもり。悩みを抱
える子どもの才能に光をあて、強く生きる力を
養うイノベーションスクール。普通学級ではつ
いていけないところがあるが、特別支援学級
ではなにかモノ足りない。子どもの出来ない部
分を補うのではなく、強みを伸ばし才能を育み
自己肯定感を身につけてほしい、そのような想
いで立ち上がった学び舎です。

東京未来大学

『こどもみらい園』

2014年7月に開園！ 3年以上の実務経験(見込含)のある方は、
最短半年(8単位)で、幼稚園教諭免許状
又は保育士資格を取得することができま
す。期間限定措置の予定ですので、取得さ
れていない幼稚園教諭免許状・保育士資
格のある方は、ぜひ東京未来大学（通信教
育課程）で取得しましょう！
※改正認定こども園法にて、新たな「幼保連携型認定こども
園」で働く「保育教諭」は、幼稚園教諭免許状と保育士資格
の併用が必須となります。

幼免又は保育士資格を目指す方へ

幼保特例制度がはじまります！

地域連携推進委員会とは、主に足立区でのボ
ランティアを通し、大学と地域の新たなネットワー
クを築くための委員会です。学外の墨田児童館
や足立生涯学習センター、ギャラクシティ等でボ
ランティアをしたり、その他にも学内のクリスマス
コンサートを企画したり、一年間の活動を『ちぃあ
～る』という新聞でまとめて発刊したりしていま
す。昨年できたばかりの新しい委員会ですが、メ
ンバー一同これからも頑張っていきます！

地域連携推進委員会

絶賛活動中！

秦 祥平

三幸フェスティバル
実行委員会 K3D

今回で8回目を迎えた三幸フェスティバルも成功できまし
た。先輩方の創ってこられた伝統を受け継ぎさらに新しく
して次年へとつなげていきました。今では学生が運営をし
て頑張っています。今年のテーマは「Ring」で、繋がって
いることを表しています。8年間の繋がりがあったからこ
そ、今年の三幸フェスティバルも成功し、来年に繋がるの
ではないかと思っています。

voice
〜先輩への感謝〜 岡田 倫太郎 先生

1～4期生
こども心理専攻CAvoice

〜あの頃は〜 小田桐 忍 先生

1期生
こども保育専攻担任voice

〜あの彼が〜

現在では秋に行う三幸フェスティバル、開学3年目までは5月や6月に行っていまし
たね。1年生は、大学自体よくわかっていない中でいきなりパフォーマンス…。大変
刺激的だったかもしれません。三幸フェスティバル後は今もそうですが、多くの学生
が達成感で溢れ、卒業時には良い思い出と心に残っているものだとも思っていま
す。もちろん「なんでこんな事」と思っている学生もいると思いますが、卒業生のみな
さんは自分たち自身で「意味」を見い出し、真剣な眼差しで取り組んでいたのを憶え
ています。そしてそんな熱い想いが伝統となり、今年も熱く素晴らしい三幸フェス
ティバルとなりました。見に来てくれた卒業生の皆さんありがとうございました。

通い慣れた障害者支援施設までのあぜ道。一人のがっちりした身体の
若者が施設利用者の方を車いすで介助していた。どこかで見覚えのある
後姿。「おはようございます」と声をかける。彼が振り向くや否や私は「先
生！」と呼ばれた。東京未来大学一期生のM君だった。彼は私の大切な
同志だ。東京未来大学体育館で開催された第一回三幸フェスティバル
の王様ドッジボール以来、四年もの間、彼は常に私を守る壁になってくれ
た。今も心優しい施設職員として周囲から信頼されている。

1〜2期生
こども保育専攻CA

萩元智子先生 先生

先生

大学施設が
利用できる!!

※身分証明書の提示で利用可能です。ただし
　今後変更の可能性があるため最新情報はHP
　でご確認ください。
※キャリアカフェや保育・教職センターの利用
　（個別相談も含む）は別途予約が必要です。

http://www.tokyomirai.ac.jp/
graduate/index.html

info＠tokyomirai.ac.jp
https://www.facebook.com/
tfualumni

今すぐチェック!

ピアノレッスンルーム、体育
館、教室がご利用できるように
なりました！ 利用したい場合は
HPをご確認ください。

卒業生向けの

ホームページ
が充実!!

「卒業生へのご案内」「各種証
明書の申込み」「卒業後のキャ
リア支援」「同窓会」の４項目に
分かれ、見やすいページにリ
ニューアルしました！施設利用に
関してもこちらをご利用下さい。

Facebookの

同窓会ページで
最新情報をお届け!!

定期的に更新し、東京未来大学の最新ニュースをお届けします。
ぜひ「いいね！」で卒業生の輪を広げていきましょう！

メールでも

気軽に進路
相談ができる!!

連絡先が変わってしまっても大丈夫！メール
で気軽に大学と連絡がとれるようになりまし
た。就職先や住所や氏名が変更した場合、
進路に関する相談も受け付けているので、
何かありましたらこちらへご連絡ください。

いいね! をよろしくね!

片道3時間
かけて

通勤してま
す!

東京未来大学 〈2014年度 年間スケジュール〉

プロジェクト報告!

最近の東京未来大学ニュース!

つのメリット大紹介!!4
みんな意外と知らないオトクな情報大公開!!

東京未来大学卒業生

1 2

3 4

4月 5月

9月 10月 1月

7月 8月6月

11月 12月 3月2月

スタートアップセミナー 未来祭

三幸フェスティバル
卒業生座談会

協力して頂ける方
募集してます!!

1月14日（水）開催! 学位記授与式
3月22日（日）
13：00～14：30
銀座ブロッサム

謝恩会

クリスマスファミリーコンサート
12月13日（土）開催!

2 0 1 4年度同窓会
詳しくはHPや案内ハガキを
ご覧ください！

2月11日
（水・祝）

三幸フェスティバルがおわりました！
11/14(金)に船橋アリーナで開催された三幸フェスティバル。卒業生をはじめ、保護者、高校生、企業の方などたくさんの方にお越し頂き、大成功に終わりました。卒業生の
みなさんがゼロから築き上げてきた三幸フェスティバルがあったからこそ、ここまで大きく成長することができました！ ぜひ来年、成長した三幸フェスティバルを見に来てください！！

他にもこんなにいろいろなことが・・・番外編

子育てと仕事を両立しながら頑張ってます!
3期生
こども心理専攻担任

磯 友輝子

2期生
こども保育専攻担任

竹内貞一

子どもが2人
産まれまし

た!

現在産休中ですが、来年4月に復帰予定です！ 家族とい
る

ときは
カメラマ

ン！
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無料
詳細はコチラ!

ネームリピート
したの

覚えてますか?

たくさん

練習しましたね!

遊びに来てくれたみなさん!ありがとう!!


