
第18回 相模女子大学 

ホームカミングデーのご案内
　本学では、同窓生の皆様にお出でいただき、母校の発展しました姿をご覧いただくと共に、旧交を温めてい
ただくホームカミングデーを下記のとおり開催いたします。
　当日は、相生祭（学園祭）の第１日目でもありますので、ぜひお誘い合わせの上、奮ってご参加くださいま
すようご案内申し上げます。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

学校法人相模女子大学　就職支援課　ホームカミングデー担当係
TEL 042-742-1734（直通）【受付時間（平日9：00～ 17：00）】

お問合せ先

①　満 35年＜1987（昭和 62）年 3月に卒業の方＞
②　満 25年＜1997（平成　9）年 3月に卒業の方＞
③　満 15年＜2007（平成 19）年 3月に卒業の方＞
④　満　5年＜2017（平成 29）年 3月、9月に卒業の方＞
⑤　1年目　＜2022（令和　3）年 3月に卒業の方＞

日　時

会　場

ご招待者

当日のプログラム

お申込み方法 2022 年 9月30日（金）までに下記より、お申込みください。

https://req.qubo.jp/sagami-wu/form/OQH9MIcb

※参加費は無料です。　※当日は駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用ください。

※裏面の在籍教員一覧をご参照いただき、当日面談を希望される教員がおりましたら Web 申込みの　「面談希望教員」欄に教員名をご記入

ください。（ご希望に沿えない場合もございますので、その場合はご容赦ください。）

※新型コロナウイルスの感染状況によって中止となる可能性がございます。その場合はホームページに掲載しますので、事前にご確認ください。

大学院・大学・帝国女子専門学校・短期大学部卒業後

2022 年 11月３日（木・祝）10：30～

相模女子大学  夢をかなえるセンター  4 階ガーデンホール

交通アクセス 小田急線相模大野駅 北口下車 徒歩 10分
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10：30  ～ 11：30    開　会 [場所：夢をかなえるセンター 4階　ガーデンホール ]

　　　　　　　　　　 学生の発表（部活動・サークル）
　　　　　　　　　　 挨　拶（学長、理事長、同窓会会長）
　　　　　　　　　　 現 況 報 告（副学長）
　　　　　　　　　　 同窓生代表のお話
　　　　　　　　　　 校歌斉唱
11：40～13：30    ご歓談 [場所：夢をかなえるセンター2階　カフェテリア101]  ※会場の提供のみ行います。

【夢をかなえるセンター4階】
ガーデンホール

スマートフォンの方は
こちらをご利用ください



2022 年度　大学院・大学・短期大学部　在籍教員一覧

在籍教員一覧をご参照いただき、当日面談を希望される教員がおりましたらWeb 申込みの
「面談希望教員」欄に教員名をご記入ください。
（ご希望に沿えない場合もございますので、その場合はご容赦ください。）

学芸学部 日本語日本文学科 梅林 博人、風間 誠史、金井 喜一郎、加納 留美子、後藤 幸良、
下田 章平、高木 信、武田 早苗、永谷 直子、南 明日香、
宮原 志津子、山口 徹、山﨑 鎮親、山田 純

メディア情報学科 池下 花恵、今井 さやか、岩下 朋世、加藤 由樹、金 相賢、久保 康彦、
坂本 佳子、佐藤 貴子、Jacqueline Rives 、田畑 雅英、塚田 修一、
塚本 千晶

生活デザイン学科 牛尾 卓巳、門屋 博、桑原 茂、柴田 淳、角田 千枝、棗田 久美子、
堀内 恭司、栁邉 匡史

英語文化
コミュニケーション学科

上條 美和子、九里 徳泰、小泉 京美、Sato Joanne、
堤 龍一郎、中林 正身、中村 真理、羽井佐 昭彦、Bourke Gary、
宮本 節子、依田 真美、渡辺 幸倫

子ども教育学科 浅見 佳子、池田 仁人、稲田 大祐、宇田川 久美子、大里 朝彦、
岡部 芳広、荻本 快、角田 雅昭、金元 あゆみ、久保田 力、
齋藤 正典、宗野 文俊、Toth Gabor、中島 健一朗、七海 陽、
成家 雅史、新平 鎮博、柳 健、渡邊 佐恵子

人間社会学部 社会マネジメント学科 井坂 聡、奥貫 妃文、金森 剛、木本 玲一、栗原 悟、田中 啓之、
土屋 みなみ、中西 泰子、橋場 利幸、肥後 梨恵子、松﨑 吉之助、
宮田 穣、山口 由紀子、湧口 清隆、吉田 節治

人間心理学科 石川 勇一、伊東 俊彦、尾崎 真奈美、小柳 茂子、狩野 晴子、
後藤 和宏、芝田 征司、菅沼 崇、日戸 由刈、福馬 健一、
村松 彰子、森平 直子、山本 絵里子

栄養科学部 健康栄養学科 榎本 ヒカル、奥村 裕司、猿倉 薫子、嶋田 昌子、鈴木 啓子、
堤 ちはる、鶴﨑 美徳、富田 充保、坂野 麻里子、花田 遥、
本間 祐子、水上 由紀、柳沢 香絵、山田 とし子

管理栄養学科 今井 敦子、大荒田 素子、落合 裕隆、黒岡 尚徳、下島 優香子、
円谷 由子、縄田 敬子、野中 美津子、樋川 直司、藤崎 香帆里、
松永 裕美子、望月 弘彦、吉岡 有紀子、吉野 陽子

短期大学部 食物栄養学科 安達 修一、井上 典代、大迫 早苗、児玉 小百合、笹田 周作、
清家 正博、関根 康子、丹尾 式希、深作 貴子、堀江 修一

大学院 栄養科学研究科 今井 敦子、榎本 ヒカル、大荒田 素子、奥村 裕司、落合 裕隆、
黒岡 尚徳、猿倉 薫子、嶋田 昌子、下島 優香子、堤 ちはる、
鶴﨑 美徳、縄田 敬子、坂野 麻里子、樋川 直司、
水上 由紀、望月 弘彦、柳沢 香絵、山田 とし子、吉岡 有紀子、
吉野 陽子

社会起業研究科
（専門職）

井坂 聡、金森 剛、九里 徳泰、久保 康彦、小林 裕和、白河 桃子、
菅沼 崇、田中 啓之、塚本 千晶、湧口 清隆、依田 真美
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