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奨学生ＯＢ・ＯＧから

　住友精密工業株式会社に入って
から、「多くの人がわくわくすることを
想像し続ける気持ち」を大切にして
仕事に励んでいます。
　私は、航空機部品の生産技術担当と
して現場の方やお客様の懸け橋とな
り、製品や作業をより良くすることを
仕事の目標にしています。仕事の目標
を達成するためには、この気持ちが
あってこそ地道な努力が実を結ぶと
考えています。
　「わくわくすること」を想像するには、

語学、技術的な知識、様々な人の想い、そして世の中の流れなどを
捉えるといった土台が必要になります。大学時代は、戸田育英財団
のご支援により、この土台を積み上げられたことに深謝いたしており
ます。
　今後は、貴財団が私にしてくださったように自分の能力を高める
だけでなく、周りの人と共に一緒に成長して事業を発展させたいと
考えています。

社会人になって知る、戸田育英財団のあたたかみ
末田 光輝　九州大学２０１５年３月卒業

　ＭＳＤ株式会社でＭＲ（薬の営業）を
しています。病院で待合室の端にスーツ
姿の人がいたら、きっとそれはＭＲです。
　医療機関を訪問し、医療従事者と
情報交換をしながら薬の適正使用、更
には医療の向上に取り組んでいます。
こう書くと壮大な感じもしますが、新人
の頃は「顧客と何を話したらいいか」
そんなことを悩む日々でした。
　しかし、それも次第に「どうすれば
売れるのか」という悩みへと変わってい
き、三年目の今では「医療にどう貢献で

きるか」が課題になっています。
　人間関係の築き方を学ぶところから始めた仕事が、社会貢献と
いう大きなテーマへと広がっていき、大変面白さを感じています。
日々の活動は泥臭いものですが、俯瞰してみるとやりがいを感じる
のが、ＭＲだと思います。
　最近は、「聞いてみたい、聞いてよかった。」そんな講演会の企画に
奮闘中です。

『ＭＲとしての３年』を振り返って
山口 茉莉花　立命館大学２０１５年３月卒業

平成30年度　第３回理事会

　平成３０年度の第３回理事会が２０１９年２月１４日（木）に学士會館で開催されました。理事
会開催前に戸田建設工藤人事部長から会社の現状と、これからの見通し、計画等について
説明がありました。
　理事６名、監事２名、顧問の辻・本郷税理士法人２名の出席の中、審議事項について説明
後に各議案が承認されました。また、平成３０年度の活動内容について報告がありました。

　　　　審議事項
　　　　　第１号議案　2019年度事業計画について
　　　　　第２号議案　資金調達及び設備投資の見込みについて
　　　　　第３号議案　2019年度収支予算書
　　　　　第４号議案　選考委員7名選任の件（再任）
　　　　　第５号議案　個人情報保護方針について
　　　　　第６号議案　奨学金概要改定の件
　　　　　第７号議案　研究助成金改定の件

　　　　報告事項
　　　　　代表理事及び常務理事の職務報告（平成30年度活動報告）
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絆（きずな）とは、人と人を離れがたく
している結びつきを言う。
戸田育英財団と奨学生そして奨学生
OBが、この結びつきを大切に育んで
行けるよう名付けました。
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人と人との繋がり

　私は、研究助成の委員としてこの２年間、各学校の研究テーマ選定から報告まで関わらせていた
だきました。その活動を通して、技術が多種多様になっていることに驚き、さらに勉強しなければな
らないと肝に銘じた次第です。
　さて、３０年度交流会に出席させていただきましたところ、皆さんの明るい表情に接し、屈託のな
いお話を聞くにつれて、「いい集まりだな！」とつくづく感じました。
　学校も様々ですし、専門分野も文系、理系、医学、音楽等々多彩で、建設会社が運営している財団
とはとても思えませんでした。また、毎年開催されるので、ＯＢも含めて縦の繋がりもでき、大変羨
ましく思いました。
　皆さんは肌で感じられていることと思いますが、グローバル化の中で、国内・国外を問わず、如何に的
確な情報を掴み、さらにそれをどう活かすことができるかかが重要になります。パソコンやスマホのネッ
ト情報も否定はしませんが、交流会で意見交換をしながら得た情報や信頼は、同じ学校でも同じ分野で
もなく多岐にわたっているので、今後の大切な宝となることでしょう。人は一人では生きていけません。
　奨学生の皆さん、「人との繋がり」で、楽しく充実した人生を送ってください。
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　フレッシュな学生の皆様に、いつも元気を貰っています。学生生活はあっ
という間に過ぎます。学業に専念するのは勿論、部活やアルバイト、遊びにと
学生にしかできない貴重な時間を欲張って過ごして下さい。
　また、人生で何より大切なのは人との繋がり（人間関係）です。学生のうち
に様々な価値観、ジャンルの友達を沢山つくって下さい。おのずと視野も広
がり、今後の人生で困った時に助けてくれる大切な友達が、きっと、できると
思います。（事務局／折原）
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　２０１８年１２月2日の日曜日に、学士會館で恒例の交流会を開催しました。奨学生を
はじめとして、学校関係者と奨学生OB・OGの皆様約１００名の方々のご出席をいた
だき、楽しく有意義な一日を過ごしました。この交流会では奨学生同士をはじめ、諸先
輩との交流の場での情報交換や近況報告等を通して、奨学生と先輩方との絆を深め
ることを目的としています。
　はじめに、岡副理事長よりこの交流会の目的や意義等について、そして、司会の
秋葉理事より、当日のスケジュール等の説明がありました。
　午前中の特別講演会では、日本経済新聞社の久保庭啓一郎氏より、３０年にわたる
政治記者の経験の中から、いくつかの政治局面における政治決着の経緯、普段なか
なか知ることが出来ないその裏側の情報も含めて、総理官邸クラブキャップを担当
された経験から、分かりやすくお話しをいただきました。
　午後からの第２部では、ご来賓の方々のご紹介後に、代表して戸田建設㈱の鞠谷
専務、東洋大学の米山課長にご挨拶をいただき、太田評議員のジュースでの乾杯の
音頭で、交流会が始まりました。１０名程度で丸テーブルを囲み、奨学生同士が楽しい
会話で親睦を深めるとともに、社会人の奨学生ＯＢやＯＧの方々、来賓の方々など
諸先輩との情報交流も図っていました。その後、年度別に奨学生がステージにあが
り、自己紹介と近況報告が行われました。
　楽しい時間もあっと言う間に過ぎ、最後に戸田建設㈱の工藤人事部長の閉会の
挨拶をもって、交流会が終了いたしました。

　特別講演会では、『今、どこで誰が決めているのか』と題して、日本経済新聞社客員
の久保庭啓一郎氏より、ご講演をいただきました。
　今回の講演依頼には戸惑いもあったとのことでしたが、財団の岡副理事長と大学
入学時の東京での寮が一緒であったこと、創設者の戸田利兵衛氏と久保庭氏の叔父
様が同郷（茨城）で高校も大学も同じであったこと、日本経済新聞社旧本社を戸田建
設が建設したことなど、色々と縁も深いこともあり、ご講演を受けていただきました。
　久保庭氏は、１９６９年早稲田大学を卒業後、日本経済新聞社に入社、政治部に配属
になり、すぐに首相官邸記者クラブの佐藤番を担当されました。そして、佐藤栄作
首相の下での大学運営臨時措置法や私学振興財団設立等に関連した法律の決定の
場に立ち会うことになりました。
　その後も、１９８５年のヤングレポート、１９８６年の前川レポート、１９９６年には、オウ
ム真理教の凶悪事件後の改正宗教法人法、さらに不良債権処理の公的資金投入の
特別措置法が成立した住専国会での決定経緯などについて、政治記者として目で
見た経験談を色々とお話していただきました。講演後の質疑応答を含めて約２時間
の有意義な時間を過ごすことが出来ました。

　  岡副理事長　挨拶
　奨学生の皆さんと、お会いするのを毎年楽しみにしております。そのひとつは元気な
皆さんとこうしてお話が出来ることです。誠に残念なことですが、二人の仲間が本人も
ご家族も予期せぬことで帰らぬこととなりました。どうか、奨学生の皆さんも健康管理・
危機管理に改めて注意をしていただきたいと思います。
　また、企業業績が向上したことにより、財団の収益力が増したことから、来年は奨学
生の人員を増やしたいと考えています。当財団から大学院へ進学するOB・OGの
方々へ金額も含め支援するということです。最終的には理事会の決議を経て決定の
運びになります。また建築・土木の先生方にも若干ですが予算を広げたいと思いま
す。また、2019年の12月にこの会場での交流会でお会いしましょう。

　  戸田建設　鞠谷代表取締役専務執行役員　挨拶
　現在、企業においては、働き方改革を求められており、戸田建設でも2018年6月
から、労働時間の削減に向けてフレックスタイム制度を実施しています。コアタイムを
中心に早朝タイプとゆっくりタイプがありますが、どうも朝早めに出て夕方早めの
帰宅タイプが多いようです。その結果、会議の効率化にも貢献しているようです。
　新社屋ビルを２０２１年に建設予定で、現在、部門ごとに順次移転が始まっています。
仮移転先のスペースのこともあり、資料整理や情報ＰＤＦ化などを進めていますが、
新社屋では省スペース化を目的として、固定席のないフリーアドレス化でレイアウト
計画をしています。また、移転中、離れていても、どこでもいつでも仕事ができるよう
にモバイルの活用も推進しています。皆さんもＩＴ技術やモバイル活用技術を身に
つけ、積極的で、対応力のある社会人になっていただきたいと思います。

　  東洋大学学生部学生支援課　米山真子課長　挨拶
　本日は交流会のお招きいただき、また、日頃より奨学生がお世話になり、心より感謝
申し上げます。奨学生の希望のほとんどが返還しないでよい給付型奨学金に関する
ことであり、戸田育英財団のご支援を大変ありがたく思っています。
　また、貴財団の奨学金制度の魅力は、このような交流会を通して、他の大学の方々と
繋がりができるということだと感じています。大学に入ってよかったこととして、友達が
できたこと、仲間と一緒に何かを達成できたことがあげられます。
　奨学生の皆様、この交流会を通して、多様な人材との結びつきが広がっていくこと
が、これからの人生で非常に貴重な財産になっていくことを自覚して、ここにおられる
皆さんとのコミュニケーションを大切にしていただきたいと考えています。これから
の皆様の近況報告等のお話を楽しみにしています。

　 福沢 孝洋　東京大学４年
　この度はご支援いただいている戸田育英財団の会報誌に投稿させていただくこと
を光栄に感じております。私は、貴財団からの三年間のご支援により、多くの経験、
機会を得ることが出来ました。特に、１２月に開催される交流会においては、他大学の
奨学生の友人を持てたことは何事にも代えがたい出来事でした。
　これらの経験を糧に、そして貴財団への感謝を胸に、4月からは社会人として新た
なスタートを切りたいと思います。本当に有難うございます。

　 小野 双葉　慶應義塾大学３年
　２０１８年１２月の交流会では、他大学の奨学生や先輩方と有意義な時間を過ごす
ことができました。また、戸田育英財団によるご支援のもと、今年度も勉学に励むこと
ができたことに大変感謝しております。ありがとうございます。
　勉学以外では、2018年の夏からIT企業で長期インターンを始め、現在は管理業務
等も任され責任が大きく、圧倒される日々ですが、環境や人に恵まれ、充実した日々
を送っております。この経験を交流会でお話しできるように努めて参ります。

　 高野 　望　東海大学４年
　私は2016年～2018年の三年間で、合計１０８万円の奨学金をいただきました。
本当にありがとうございます。この奨学金は、東海大学応急奨学金の返済とこれから
の研究資金として大切に使わさせていただきます。
　毎年開催される交流会では、他大学の方々や、OB・OGの方々と交流ができ、また、
外部講師による貴重な講話を聞けて、大変勉強になりました。交流会では、とても
有意義な時間を過ごせました。本当にありがとうございます。

　 新谷 美菜　早稲田大学３年
　毎年、奨学生交流会を開いていただきありがとうございます。これで三回目の参加
となりましたが、今回も奨学生の皆さんの医学・音楽・生物・スポーツなど多方面での
活躍に私自身も頑張らなければと刺激を受けました。
　私はこの春から研究室配属になります。設計工学を学ぶ研究室に入り、橋梁等の
設計や評価方法について研究をする予定です。一年後、成長した姿で皆さんと会える
ように、精一杯研究に取り組みます。

　 山田 怜奈　東京農業大学３年
　三度目の交流会の参加でしたが、今回も大変お世話になりました。毎年１２月に、
この交流会に参加すること、そして奨学生の皆様のユニークで参考になる近況報告
を聞くのがとても楽しみでもあります。
　今回、私はアブラナ科の遺伝資源の研究について、報告させていただきました。
次回参加する際は、最終学年ですので、就活の結果や卒業論文の進捗状況で良い
報告が出来るように精進して参ります。

奨学生から

 きく たに

ル
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　また、企業業績が向上したことにより、財団の収益力が増したことから、来年は奨学
生の人員を増やしたいと考えています。当財団から大学院へ進学するOB・OGの
方々へ金額も含め支援するということです。最終的には理事会の決議を経て決定の
運びになります。また建築・土木の先生方にも若干ですが予算を広げたいと思いま
す。また、2019年の12月にこの会場での交流会でお会いしましょう。

　  戸田建設　鞠谷代表取締役専務執行役員　挨拶
　現在、企業においては、働き方改革を求められており、戸田建設でも2018年6月
から、労働時間の削減に向けてフレックスタイム制度を実施しています。コアタイムを
中心に早朝タイプとゆっくりタイプがありますが、どうも朝早めに出て夕方早めの
帰宅タイプが多いようです。その結果、会議の効率化にも貢献しているようです。
　新社屋ビルを２０２１年に建設予定で、現在、部門ごとに順次移転が始まっています。
仮移転先のスペースのこともあり、資料整理や情報ＰＤＦ化などを進めていますが、
新社屋では省スペース化を目的として、固定席のないフリーアドレス化でレイアウト
計画をしています。また、移転中、離れていても、どこでもいつでも仕事ができるよう
にモバイルの活用も推進しています。皆さんもＩＴ技術やモバイル活用技術を身に
つけ、積極的で、対応力のある社会人になっていただきたいと思います。

　  東洋大学学生部学生支援課　米山真子課長　挨拶
　本日は交流会のお招きいただき、また、日頃より奨学生がお世話になり、心より感謝
申し上げます。奨学生の希望のほとんどが返還しないでよい給付型奨学金に関する
ことであり、戸田育英財団のご支援を大変ありがたく思っています。
　また、貴財団の奨学金制度の魅力は、このような交流会を通して、他の大学の方々と
繋がりができるということだと感じています。大学に入ってよかったこととして、友達が
できたこと、仲間と一緒に何かを達成できたことがあげられます。
　奨学生の皆様、この交流会を通して、多様な人材との結びつきが広がっていくこと
が、これからの人生で非常に貴重な財産になっていくことを自覚して、ここにおられる
皆さんとのコミュニケーションを大切にしていただきたいと考えています。これから
の皆様の近況報告等のお話を楽しみにしています。

　 福沢 孝洋　東京大学４年
　この度はご支援いただいている戸田育英財団の会報誌に投稿させていただくこと
を光栄に感じております。私は、貴財団からの三年間のご支援により、多くの経験、
機会を得ることが出来ました。特に、１２月に開催される交流会においては、他大学の
奨学生の友人を持てたことは何事にも代えがたい出来事でした。
　これらの経験を糧に、そして貴財団への感謝を胸に、4月からは社会人として新た
なスタートを切りたいと思います。本当に有難うございます。

　 小野 双葉　慶應義塾大学３年
　２０１８年１２月の交流会では、他大学の奨学生や先輩方と有意義な時間を過ごす
ことができました。また、戸田育英財団によるご支援のもと、今年度も勉学に励むこと
ができたことに大変感謝しております。ありがとうございます。
　勉学以外では、2018年の夏からIT企業で長期インターンを始め、現在は管理業務
等も任され責任が大きく、圧倒される日々ですが、環境や人に恵まれ、充実した日々
を送っております。この経験を交流会でお話しできるように努めて参ります。

　 高野 　望　東海大学４年
　私は2016年～2018年の三年間で、合計１０８万円の奨学金をいただきました。
本当にありがとうございます。この奨学金は、東海大学応急奨学金の返済とこれから
の研究資金として大切に使わさせていただきます。
　毎年開催される交流会では、他大学の方々や、OB・OGの方々と交流ができ、また、
外部講師による貴重な講話を聞けて、大変勉強になりました。交流会では、とても
有意義な時間を過ごせました。本当にありがとうございます。

　 新谷 美菜　早稲田大学３年
　毎年、奨学生交流会を開いていただきありがとうございます。これで三回目の参加
となりましたが、今回も奨学生の皆さんの医学・音楽・生物・スポーツなど多方面での
活躍に私自身も頑張らなければと刺激を受けました。
　私はこの春から研究室配属になります。設計工学を学ぶ研究室に入り、橋梁等の
設計や評価方法について研究をする予定です。一年後、成長した姿で皆さんと会える
ように、精一杯研究に取り組みます。

　 山田 怜奈　東京農業大学３年
　三度目の交流会の参加でしたが、今回も大変お世話になりました。毎年１２月に、
この交流会に参加すること、そして奨学生の皆様のユニークで参考になる近況報告
を聞くのがとても楽しみでもあります。
　今回、私はアブラナ科の遺伝資源の研究について、報告させていただきました。
次回参加する際は、最終学年ですので、就活の結果や卒業論文の進捗状況で良い
報告が出来るように精進して参ります。

奨学生から

 きく たに

ル
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奨学生ＯＢ・ＯＧから

　住友精密工業株式会社に入って
から、「多くの人がわくわくすることを
想像し続ける気持ち」を大切にして
仕事に励んでいます。
　私は、航空機部品の生産技術担当と
して現場の方やお客様の懸け橋とな
り、製品や作業をより良くすることを
仕事の目標にしています。仕事の目標
を達成するためには、この気持ちが
あってこそ地道な努力が実を結ぶと
考えています。
　「わくわくすること」を想像するには、

語学、技術的な知識、様々な人の想い、そして世の中の流れなどを
捉えるといった土台が必要になります。大学時代は、戸田育英財団
のご支援により、この土台を積み上げられたことに深謝いたしており
ます。
　今後は、貴財団が私にしてくださったように自分の能力を高める
だけでなく、周りの人と共に一緒に成長して事業を発展させたいと
考えています。

社会人になって知る、戸田育英財団のあたたかみ
末田 光輝　九州大学２０１５年３月卒業

　ＭＳＤ株式会社でＭＲ（薬の営業）を
しています。病院で待合室の端にスーツ
姿の人がいたら、きっとそれはＭＲです。
　医療機関を訪問し、医療従事者と
情報交換をしながら薬の適正使用、更
には医療の向上に取り組んでいます。
こう書くと壮大な感じもしますが、新人
の頃は「顧客と何を話したらいいか」
そんなことを悩む日々でした。
　しかし、それも次第に「どうすれば
売れるのか」という悩みへと変わってい
き、三年目の今では「医療にどう貢献で

きるか」が課題になっています。
　人間関係の築き方を学ぶところから始めた仕事が、社会貢献と
いう大きなテーマへと広がっていき、大変面白さを感じています。
日々の活動は泥臭いものですが、俯瞰してみるとやりがいを感じる
のが、ＭＲだと思います。
　最近は、「聞いてみたい、聞いてよかった。」そんな講演会の企画に
奮闘中です。

『ＭＲとしての３年』を振り返って
山口 茉莉花　立命館大学２０１５年３月卒業

平成30年度　第３回理事会

　平成３０年度の第３回理事会が２０１９年２月１４日（木）に学士會館で開催されました。理事
会開催前に戸田建設工藤人事部長から会社の現状と、これからの見通し、計画等について
説明がありました。
　理事６名、監事２名、顧問の辻・本郷税理士法人２名の出席の中、審議事項について説明
後に各議案が承認されました。また、平成３０年度の活動内容について報告がありました。

　　　　審議事項
　　　　　第１号議案　2019年度事業計画について
　　　　　第２号議案　資金調達及び設備投資の見込みについて
　　　　　第３号議案　2019年度収支予算書
　　　　　第４号議案　選考委員7名選任の件（再任）
　　　　　第５号議案　個人情報保護方針について
　　　　　第６号議案　奨学金概要改定の件
　　　　　第７号議案　研究助成金改定の件

　　　　報告事項
　　　　　代表理事及び常務理事の職務報告（平成30年度活動報告）
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絆（きずな）とは、人と人を離れがたく
している結びつきを言う。
戸田育英財団と奨学生そして奨学生
OBが、この結びつきを大切に育んで
行けるよう名付けました。
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人と人との繋がり

　私は、研究助成の委員としてこの２年間、各学校の研究テーマ選定から報告まで関わらせていた
だきました。その活動を通して、技術が多種多様になっていることに驚き、さらに勉強しなければな
らないと肝に銘じた次第です。
　さて、３０年度交流会に出席させていただきましたところ、皆さんの明るい表情に接し、屈託のな
いお話を聞くにつれて、「いい集まりだな！」とつくづく感じました。
　学校も様々ですし、専門分野も文系、理系、医学、音楽等々多彩で、建設会社が運営している財団
とはとても思えませんでした。また、毎年開催されるので、ＯＢも含めて縦の繋がりもでき、大変羨
ましく思いました。
　皆さんは肌で感じられていることと思いますが、グローバル化の中で、国内・国外を問わず、如何に的
確な情報を掴み、さらにそれをどう活かすことができるかかが重要になります。パソコンやスマホのネッ
ト情報も否定はしませんが、交流会で意見交換をしながら得た情報や信頼は、同じ学校でも同じ分野で
もなく多岐にわたっているので、今後の大切な宝となることでしょう。人は一人では生きていけません。
　奨学生の皆さん、「人との繋がり」で、楽しく充実した人生を送ってください。
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　フレッシュな学生の皆様に、いつも元気を貰っています。学生生活はあっ
という間に過ぎます。学業に専念するのは勿論、部活やアルバイト、遊びにと
学生にしかできない貴重な時間を欲張って過ごして下さい。
　また、人生で何より大切なのは人との繋がり（人間関係）です。学生のうち
に様々な価値観、ジャンルの友達を沢山つくって下さい。おのずと視野も広
がり、今後の人生で困った時に助けてくれる大切な友達が、きっと、できると
思います。（事務局／折原）

FSCロゴ


