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大学創立50周年記念
大学校友会総会

ホームカミング・デー開催！！
●追手門学院大学の同窓会

蒜
ひ る ぜ ん

山高原校地見学とワイン＆ぶどう狩りを楽しもう！（中国支部総会）
●開催した支部総会・同窓会のご報告　●校友会WEBシステム

追手門学院大学創立
50周年記念合併号

卒業生が大学に大集合！
あの日の仲間に会いに行こう。
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会報同封のハガキ、または校友会ホームページにて10月20日（木）までにご出欠をお知らせください。

大学創立50周年の節目にあたる本年、多くの記念行事を行ってきましたが、その締めくくりがホームカミング・デーです。今年も校
友会総会に引き続き、懇親会、大同窓会と3部構成で開催いたします。祝賀会に参加いただけなかった校友会会員の皆さまも、ぜ
ひご参加いただいて、ともに母校の50周年を祝いましょう！ 今年も安威の丘で、青春のひとときを思い起こし、同窓生の絆を再確
認しましょう。皆さまのお帰りをお待ちしています。

50周年記念事業の締めくくり。安威の丘で皆さまのお帰りをお待ちしています

大学創立50周年記念 大学校友会総会

2016年11月6日［日］
●校友会総会（11：00〜12：00）　●懇親会（12：30〜14：00）
●学部同窓会（14：15〜15：15）　●クラブ同窓会（15：30〜16：30 ）

駐車場に限りがありますので、できるだけスクールバスをご利用ください。

お申し込み
方法

日時

http://otemon.org/●追手門学院大学校友会ホームページ│ 追手門学院大学校友会 検索

追手門学院大学 
学部長・機構長から

校友への
メッセージ

変わった！ 変わった！
経済学部が変わった！
１学科４００人５コース
４プログラム。
ぜひ一度来て下さい！

経済学部

森島 覚 学部長

心理学部の発展は止ま
りません。来年度には博
士後期課程の設置が
予定されています。飛躍
し続ける心理学部をぜ
ひ見に来て下さい。

心理学部

浦 光博 学部長
追手門の社会学は大
学創立と共に歩み、学
部として10年です。今
年、学部規模も大きくな
り、新しい教育プログラ
ムが始まりました。

社会学部

小畑 力人 学部長

経営学部は20周年を
超えますます元気に進
んでいます。当日は多く
の教員で卒業生皆さま
のお越しをお待ちいたし
ております。

経営学部

原田 章 学部長

両学科とも名称変更を
機に、より細やかで充実
した教育を行います。後
輩たちの頑張りぶりを見
に、いちど戻って来てくだ
さい。

国際教養学部

淺野 純一 学部長

新設の地域創造学部
は、皆さまのような、愛校
心に溢れる学生を育む
べく努めています。校友
会の皆さまの多大なご
指導をお願いします。

地域創造学部

安村 克己 学部長

基盤教育機構は、2013
年に発足した新しい共
通教育の組織です。同
窓会では、元気な在校
生との出会いの場をご
用意いたします。

基盤教育機構

梅村 修 機構長
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全国９支部で開催されている同窓会は、地元の会員だけではなく、支部を超えての参加も可能です
様々な同窓会に出席して、校友会の絆を全国に広げていきましょう

同窓会を楽しもう！
追手門学院大学卒業生の皆さまへ

蒜山高原校地見学と
ワイン＆ぶどう狩りを楽しもう！

ひ る ぜ ん

中国支部総会

※校友会会員とご家族御友人同伴大歓迎！2016年10月8日（土） 6,000円会費開催日

集
合
場
所 

・ 

時
間

イベントについての詳細は、校友会ホームページまたは下記連絡先までお問い合わせください。
［ 追手門学院大学校友会事務局 ］ ▶ 072-643-6135（ 平日 9:15～11：45／12：45～17：00）

JR出雲市駅
8 ： 30出発／
バスターミナル
（北口出てすぐ）

JR米子駅
9 ： 45出発／
バスターミナル

真庭市役所
10 ： 00出発／
真庭市役所前

蒜山ワイナリー 10 ： 30集合
［ お問い合わせ／0867-66-4424 ］
※カーナビで電話番号検索されると旧工場を案内する場合があります（2010年4月
移転）。隣のお店ウッドパオさん0867-66-4655を目安にお越しください。

JR岡山駅
8 ： 30出発／
西口バスターミナル
（27番・28番付近）

http://otemon.org/●追手門学院大学校友会HP│ 検索追手門学院大学校友会

まもなくお申し込み締め切り！

皆さまの
地元の支部で

開催
しています

JR出雲市駅・JR岡山駅 出発
JR米子駅 出発
真庭市役所 出発
校地見学・ぶどう狩り
国民休暇村（講演と支部総会）
懇親会（ジンギスカン料理）
現地解散・帰りのバス出発
JR出雲市駅・JR岡山駅 解散

8 : 30 ▶

9 : 45 ▶

10 : 00 ▶

10 : 30 ▶

12 : 00 ▶

13 : 00 ▶

16 : 00 ▶

18 : 00 ▶

S C H E D U L E

2016年の中国支部総会は、岡山県真庭市蒜山高原で開催します。蒜山には学院の校地があり、そこで良
質の山ぶどうが栽培されています。今回は校地見学会と、ぶどう狩りやジンギスカン料理による懇親会を企
画。いつもとは趣向を変えて緑豊かな自然の中で、蒜山高原を満喫する総会となっています。
広く中国地方からご参加いただけるように、集合場所を、岡山・出雲・米子・真庭市・現地の5カ所に設定しま
した。この機会に多くの方のご参加をお待ちしております。

下記ホームページよりお申し込みください
［ お申し込み締め切り／2016年9月20日（火）］
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会報同封のハガキ、または校友会ホームページにて10月20日（木）までにご出欠をお知らせください。

大学創立50周年の節目にあたる本年、多くの記念行事を行ってきましたが、その締めくくりがホームカミング・デーです。今年も校
友会総会に引き続き、懇親会、大同窓会と3部構成で開催いたします。祝賀会に参加いただけなかった校友会会員の皆さまも、ぜ
ひご参加いただいて、ともに母校の50周年を祝いましょう！ 今年も安威の丘で、青春のひとときを思い起こし、同窓生の絆を再確
認しましょう。皆さまのお帰りをお待ちしています。

50周年記念事業の締めくくり。安威の丘で皆さまのお帰りをお待ちしています

大学創立50周年記念 大学校友会総会

2016年11月6日［日］
●校友会総会（11：00〜12：00）　●懇親会（12：30〜14：00）
●学部同窓会（14：15〜15：15）　●クラブ同窓会（15：30〜16：30 ）

駐車場に限りがありますので、できるだけスクールバスをご利用ください。

お申し込み
方法

日時

http://otemon.org/●追手門学院大学校友会ホームページ│ 追手門学院大学校友会 検索

追手門学院大学 
学部長・機構長から

校友への
メッセージ

変わった！ 変わった！
経済学部が変わった！
１学科４００人５コース
４プログラム。
ぜひ一度来て下さい！

経済学部

森島 覚 学部長

心理学部の発展は止ま
りません。来年度には博
士後期課程の設置が
予定されています。飛躍
し続ける心理学部をぜ
ひ見に来て下さい。

心理学部

浦 光博 学部長
追手門の社会学は大
学創立と共に歩み、学
部として10年です。今
年、学部規模も大きくな
り、新しい教育プログラ
ムが始まりました。

社会学部

小畑 力人 学部長

経営学部は20周年を
超えますます元気に進
んでいます。当日は多く
の教員で卒業生皆さま
のお越しをお待ちいたし
ております。

経営学部

原田 章 学部長

両学科とも名称変更を
機に、より細やかで充実
した教育を行います。後
輩たちの頑張りぶりを見
に、いちど戻って来てくだ
さい。

国際教養学部

淺野 純一 学部長

新設の地域創造学部
は、皆さまのような、愛校
心に溢れる学生を育む
べく努めています。校友
会の皆さまの多大なご
指導をお願いします。

地域創造学部

安村 克己 学部長

基盤教育機構は、2013
年に発足した新しい共
通教育の組織です。同
窓会では、元気な在校
生との出会いの場をご
用意いたします。

基盤教育機構

梅村 修 機構長

2校友会会報│第82号│ 



開催した支部総会・
同窓会のご報告

全国の各支部で総会のほか、親睦会、各種行事が活発に行われています。
なお、校友会のホームページにより詳しい報告を掲載しています。

追手門学院大学50周年記念祝賀会
2016年7月2日（土）、リー
ガロイヤルホテルにおいて
校友会と大学との共催で
標記を開催。当日は晴天
に恵まれ、400名を超える
卒業生の方にご参加いた

だき、母校の記念すべき節目を盛大に祝うとともに、思い出を
語り合い、旧交を温めました。（校友会会長 林田 隆行）

還暦同窓会
50周年記念祝賀会終了
後に男女34名で開催。当
時キャピキャピだったお譲
様は素敵なご夫人に、ス
マートだった男子学生は恰
幅のある紳士に変身。約

40年ぶりに会う同級生の変化とともに、名前を思い出せな
い時間の経過に感慨深い思いにふけりました。（喜多 博）

東京支部の集い
東京恒例の女子ラグビー
部応援。今年は6月秩父宮
ラグビー場で開催された

「太陽生命ウィメンズセブ
ンズシリーズ2016東京大
会」へ。チームの応援を第

一としながらも、東京支部会員の輪を広げていくことも目的と
し、来年以降も継続していきたいと思います。（島田 朗仁）

九州支部総会
50周年記念合同講演会・
合同懇親会＆第24回九州
支部総会in鹿児島を開催し
ました。高島鞆之助先生の
生誕地を訪問した後、支部
総会、講演会を実施。懇親

会では坂井学長、川原理事長とともにオール追手門での会
食・懇談し、最後は学院歌で締め括りました。（岩崎 陽一）

和歌山支部総会
7月16日（土）、九度山・真
田ミュージアム見学の後、
高野山・赤松院にて本堂
見学、住職講話、総会、昼
食会を開催。学院関係者、
校友会役員、役員の奥様、

支部会員の総勢27名で参加いただきました。これを機にさら
なる支部活動の充実を願っています。（山下 直也）

滋賀支部総会
7月23日（土）、彦根グラン
ドデュークホテルにて、30
名近い方々の出席のもと、
支部総会および懇親会を
開催しました。元ガンバ大
阪社長の金森喜久男教

授の意義深い講演会も併せて実施。和気あいあいの会とな
り、今後も継続できるように努めて参ります。（近藤 眞弘）

京都支部総会
8月6日（土）、京染会館にて
講演会および総会を開催。
講演会ではMBS『ちちんぷ
いぷい』でお馴染みの石田
英司大学客員教授を講師
にお迎えしました。総会の後

は会場を移した後に懇親会を行い、役員スタッフの皆さまを中心
にさらなる親睦を深めることができました。（矢島 秀和）

沖縄支部総会
5月14日（土）、ダイワロイ
ヤルネットホテル那覇国際
通りにて開催。胸永等常
務理事から一部キャンパス
移転など大学改革の進行
状況を説明いただいたり、

支部の活性化施策について話し合ったりしました。総会後の
懇親会には全員参加しました。

東海支部総会 東海支部の総会・記念講演会および懇親会を津市にて開催。講演会では国際教養学部の真銅
正宏教授に「三重・岐阜・愛知の風土と文学」をテーマにご講演いただきました。（高井 郁子）
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追手門学院大学卒業生の皆さまへ

同窓会を楽しもう！● 開催予定の同窓会
（校友会の皆さまは、下記すべての同窓会に参加することができます）

お申し込み
方法

各イベント右下に記載のQRコードよりお申し込みいただけます。
イベントについての詳細は、校友会HPまたは下記連絡先までお問い合わせください。

［ 校友会ホームページ ］▶http://otemon.org/　［ 追手門学院大学校友会事務局 ］▶072-643-6135

会場は瀬戸大橋のたもとで四国・本州いず
れからも利便性が高く、自家用車でのご来
場もOK。総会、ミニ講義のみでも可です。
一人でも多く参加をお待ちしています。

四国
支部総会 5,400円

2016年11月27日（日）／15：00

ホテルサンルート瀬戸大橋
2016年11月7日（月）まで

会費

日時

集合場所

応募締め切り

▼お申し込み

支部総会および懇親会を開催、斉藤一誠教授のミニ講義も併催します

5,000円（小人別途）
2016年11月13日（日）／9：30

JR石山駅改札口
2016年10月2日（日）まで

会費

日時

集合場所

応募締め切り

▼お申し込み琵琶湖の美しい紅葉の時期に、クルーズと
お食事を楽しんでいただきたいと滋賀支部
で企画。支部会員だけではなく、卒業生の
皆さまやご家族の同伴も歓迎します。

滋賀支部
琵琶湖
クルーズ

この時期だけの琵琶湖の紅葉は絶景です

来春、追手門学院大学の仲間と触れ合う
ことでよい年のスタートに。一年の豊富を語
り合い、新年を祝いましょう。お誘い合わせ
のうえ、ぜひご参加ください。

滋賀支部
新年会 5,000円

2017年1月28日（土）／時間未定

グランドデュークホテル（JR彦根駅西口 徒歩3分）
2016年12月11日（日）まで

会費

日時

集合場所

応募締め切り

▼お申し込み

よい年の始まりは、仲間との触れ合いから

4,000円
2016年11月12日（土）／16：00

THE OLD STATION
2016年10月21日（金）まで

会費

日時

集合場所

応募締め切り

▼お申し込み今年の締めくくりの支部総会は、 東京駅八重
洲北口2F［北町ダイニング］内の「THE OLD 
STATION」で開催。ガンバ大阪元社長の
金森喜久男教授の講演会も併催予定です。

東京
支部総会

周年で盛り上がった年の締めくくりを東京で実施します

50周年記念「追手門学院大学校友会」ゴルフコンペを開催！
2016年11月19日（土）日程 能勢カントリークラブ 兵庫県川西市畦野字長尾1-3開催場所

※詳細は大学校友会ホームページからご案内の予定です。電話またはWEBからお申し込みください。
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各支部の同窓会をはじめ、クラブのOB・OG同窓会、ゼミ同
窓会、各学年・学部の同窓会など、大学校友会では様々な
同窓会が開催されています。各種催しの参加申し込みには、
ぜひ校友会ホームページをご利用ください。「出欠管理システ
ム」のお申し込みフォームから応募できます。
※複数名でお申し込みの方は、お手数をおかけしますが人数分のご入

力をお願いします。

校友が経営者・代表を務める、または勤務するお店や会社、
事務所などを幅広く掲載しているシステムです。名前、卒業
年度、学部、フリーワードで検索できるほか、都道府県やジャ
ンルからも探せる充実の検索システムも付いており、ご近所
で活躍する校友を見つけることも。掲載希望の方はこのペー
ジからシステムに投稿することもできます。
※「誰どこ何してるシステム」は投稿型のコンテンツです。ご投稿の際に

は掲載にあたっての注意事項をご確認ください。

支部総会・クラブなどの各種同窓会
お申し込みは校友会ホームページから

お店・会社を校友に宣伝
活躍する校友の検索もできる

●追手門学院大学校友会ホームページ

校友会「出欠管理システム」

校友会「誰どこ何してるシステム」

支部長 ・ 同窓会幹事の皆さまへ
校友会ホームページでは、上記催しなどの出欠管理に
便利なWEBシステムを開発・導入しました。利用を希望
される方は、校友会事務局までPCメールにてお申し出く
ださい。許諾の場合、折り返し利用願いを代表責任者に
送信します（アドレス下記）。

E-mail info@ogu-koyukai.com

追手門学院大学卒業生の皆さまへ校友会WEBシステムのご案内

校友会「Facebook」

校友会
「投票・アンケート
収集システム」

コンテストやアンケート収集に対応したシステムを利用できます。
校友会ではアンケート収集のほか、ロゴマーク・ゆるキャラといったコンテストなどで投票受付や収集・集
計ができる「投票・アンケート収集システム」を開発・導入しています。今後イベント企画などで必要な際
は事務局までお申し込みください。

校友会の情報発信や大学の最新情報のほ
か、大学・校友に関するメディア出演のお知
らせをFacebookにアップ。関係者のテレビ
出演や新聞掲載などの詳細が紹介されてい
ます。定期的なチェックと、「いいね！」をお願
いします。

追手門学院大学校友会 検索http://otemon.org/
オール追手門の最新情報を
お伝えして行きます。

校友会メールマガジン

校友会の最新情報はココ
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社 会 で 活 躍 する追 手 門 学 院 の 卒 業 生

　私が追大に在学していた時代は、まだ２
学部だけのこぢんまりとした「カレッジ」で、
自由かつ活発な明るい学風を楽しんでい
ました。勉学はほどほどに、学園祭で模擬
店を出したり、柔道部の夏合宿のとき将軍
山の墓地で肝試しをしたり、クラブ対抗の
ソフトボール大会を開催したり、充実した
学生生活を送りました。就職は当時成長
企業であったダイエーに決めたのですが、
入社試験に際して学長推薦を求められ、
学長だった天野先生にお願いして書類を
作成していただいたのを覚えています。

　ダイエーでは店舗勤務を経て、約10年
間バイヤーとして仕入れのため世界約20
カ国を奔走するという経験もしました。その
後、営業本部長や子会社社長などを歴任
し、2003年に退社と同時に当社へ入社。
３年前から現在の役職を務めています。
　LIXILビバは2017年4月、東証一部上
場を果たすことができました。日本の住ま
いと暮らしの専門店として、衣食住におけ
る住のイノベーターという役割を遂げてい
きたいと思います。

　当社は近年、大阪へ出店するようにな
ったことで、関西圏でも採用活動を行って
います。そこでありがたいことに、追大から
も人材を送っていただける関係ができまし
た。採用を通して、30数年ぶりに母校と
の接点をいただけたことを実に嬉しく感じ
ています。改めて母校を振り返ると、あの
小さな「カレッジ」だった追大が大きく成長
していることに感銘を受けています。規模
が大きくなっても、設立当時からの自由な
学風は失われていないと聞いています。
社会も学校も同質化が進むなか、50年
間にわたって大学としての個性が伝承さ
れていることは立派な伝統といえます。こ
の伝統を守るカルチャーがあるからこそ、
発展できたのだと思います。今後も個性
的な人間が育つ環境を堅持してほしいと
願っています。
　関東にいると、追手門学院出身者とお
会いする機会は決して多くないのですが、
私は追大の卒業生であることを知ってもら
うために、自身の履歴には必ずそれを記
載するようにしています。そのことがご縁

で、名刺交換などの際に「私も追手門で
す」「身内が追手門です」と名乗り出てく
ださる方と出会います。喜ばしいしいこと
です。追大の卒業生をはじめ追手門学院
出身者は全国各地で活躍しています。ぜ
ひ皆で追手門学院出身だと声をあげて、
各地でコミュニティーが築かれるようにな
ることを期待しています。

株式会社LIXILビバ

埼玉県さいたま市浦和区に本社を置
く、ホームセンターチェーン「ビバホー
ム」等の運営を行なっている企業。
元々は、住宅建材メーカー大手トステ
ムの関連会社であり、2011年4月にト
ステムやINAX等の住生活グループ
の主要会社再編により発足したLIXIL
の誕生に伴い、商号をLIXILビバに変
更した。2017年4月、東証一部上場。

株式会社 LIX ILビバ
代表取締役社長 渡邉 修氏 （追手門学院大学 9 期）

を開いた卒業生

（わたなべ・おさむ）大阪府出身。1978年追手門学院大学文学
部（現：国際教養学部）卒、ダイエー入社。03年トステムビバ（現
LIXILビバ）入社、取締役兼専務執行役員営業本部長を経て、
2014年、株式会社LIXILビバの代表取締役社長兼COOに就任。

自身の履歴には、追手門出身で
あることを必ず記載しています

INFORMAT ION ● 追 手 門 インフォメーション

　本年４月の履修登録手続きにおいて、短期間にシステムへのアクセス

が集中したことに伴うトラブルが発生し、学生および関係者の皆様にご迷

惑とご心配をおかけました。経緯につきましては4月7日付本学ホームペー

ジに「履修登録手続き問題を超えて」として報告しましたが、手作業での登

録と学生への個別対応の強化を行った結果、遅滞なく完了しました。な

お、今回の問題に端を発して「大学内で花火が打ち上げられた」「爆竹が

投げ込まれた」といったデマが流れましたが、そうした事実は一切ありませ

ん。大学近くの神社の祭りの打ち上げ花火の音を勘違いしたものと確認し

ています。今後こうしたことが二度と起こらないよう改善に努めます。

　追手門学院は2018年に学院創立130周年という大きな節目を迎えま

す。これを記念して、2018年11月7日（水）、大阪城ホールにおいて記念

式典を開催します。詳細は改めてご案内します。なお130周年に向け、学

院全体のスローガン「現代未聞 追手門—130年の伝統を革新の力

に—」を定め、オール追手門を挙げて教育改革に取り組んでいます。ス

ローガンには130年の

伝統をベースに、未来に

向けてこれまでにない新

しい教育に挑戦しつづ

ける、学院の姿勢を表し

ています。

01 創立130周年記念式典の
お知らせ

　本誌はこの度、学院初の山桜会報、校友会会報を統合した形で発行

しました。IT化の流れや電子書籍の普及を受けて、2020年度をメドに紙

媒体での発行廃止も含めた形態の見直しを検討中です。発行形態への

ご意見などをお寄せください。

03 「mon」の発行形態の
検討について

　没後、ご自身の財産を親族に限らず、相続人以外の特定の人や団体に

寄付することを「遺贈（いぞう）」といいます。遺言を遺すことで、事前に準備

することができます。「社会に貢献したい」「頑張っている後輩たちを応援し

たい」——そんな想いを遺贈によるご寄付でお受けしております。原則、相

続税が非課税になります。詳しくは趣意書をご覧いただくか、担当までお問

い合わせください。

02 母校のために
あなたの「想い」を遺せます

学校法人追手門学院 総務室 周年事業推進オフィス
〒567-0008 大阪府茨木市西安威2丁目1-5
TEL：072-641-7441／FAX：072-641-7442
MAIL：gakuin130th@otemon.ac.jp

　追手門学院では学院をはじめ大学校友会、校友会

山桜会の最新情報、活動情報などをお伝えするメー

ルマガジンを発行しています。下記URLよりメールアド

レスをご登録ください。

メールアドレスの登録を
お願いします04

koho＠otemon.ac.jpmail http://www.otemon.jp/otm-m/URL

06-6940-3481電話番号

06-6940-3482FAX番号

office@yamazakurakai.commail

　追手門学院大学校友会事務局と追手門学院校友会山桜会事務局は、

2017年４月１日付で、大阪城スクエア（追手門学院大手前中・高等学校本館

６階）に移転いたしました。事務局の移転を契機に、学院・大学校友会・山桜

会の三者がこれまで以上に緊密に連携し、同窓会活動の活性化を図ってま

いります。よろしくお願い申し上げます。

大学校友会事務局、山桜会事務局
移転のお知らせ

追手門学院大学における
履修手続問題について

山桜会
06-6943-8400電話番号

06-6943-8401FAX番号

info@ogu-koyukai.commail

校友会

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20 追手門学院大阪城スクエア（追手門学院大手前中・高等学校 本館6階）移転先住所

柔道部時代の渡邉氏（写真中央）
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●追手門学院大学校友会ホームページ

各支部の同窓会をはじめ、学部・ゼミ・クラブ同窓会など、大学校友
会ではさまざまな同窓会が開催されています。各種催しの参加申し
込みには、ぜひ校友会ホームページをご利用ください。「出欠管理シ
ステム」のお申し込みフォームから応募できます。
※複数名でお申し込みの方は、人数分のご入力をお願いします。

支部総会・クラブなどの各種同窓会
お申し込みは校友会ホームページから

校友会「出欠管理システム」

校友が経営者・代表を務める、または勤務するお店や会社、事務所な
どを幅広く掲載しているシステムです。名前・卒業年度・学部・フリー
ワードで検索できるほか、都道府県やジャンルからも探せる充実の検
索システムも付いており、ご近所で活躍する校友を見つけることも。掲
載希望の方はこのページからシステムに投稿することもできます。
※「誰どこ何してるシステム」は投稿型のコンテンツです。ご投稿の際には掲載

にあたっての注意事項をご確認ください。

お店・会社を校友に宣伝
活躍する校友の検索もできる

校友会「誰どこ何してるシステム」

追手門学院大学卒業生の皆さまへ校友会WEBシステムのご案内

コンテストやアンケート収集に
対応したシステムを利用できます

校友会ではアンケート収集のほか、ロゴマーク・ゆるキャラといったコンテストなどで投
票受付や収集・集計ができる「投票・アンケート収集システム」を開発・導入していま
す。校友会や大学のイベント企画などで必要な際は事務局までお申し込みください。

追手門学院大学校友会 検索http://otemon.org/
オール追手門の最新情報を
お伝えして行きます。

校友会メールマガジン

校友会「Facebook」

校友会の情報発信や大学の最新情報のほ
か、大学・校友に関するメディア出演のお知らせ
をFacebookにアップ。関係者のテレビ出演や
新聞掲載などの詳細が紹介されています。定
期的なチェックと、「いいね！」をお願いします。

校友会の最新情報はココ

支部長 ・ 同窓会幹事の皆さまへ

校友会ホームページでは、各種催しなどのお申し込み管理に便
利なWEBシステムを開発・導入しました。利用を希望される方は、
校友会事務局までメールにてお申し出ください。許諾の場合、折
り返し利用願いを代表責任者に送信します（アドレス下記）。

E-mail info@ogu-koyukai.com

同窓会の開催に便利な出欠管理システム
どなたでもお使いいただけます

校友会「投票・アンケート収集システム」

住所・電話番号・メールアドレスなど、連絡先ご変更の際はこちらから更新ください
住所変更・改姓などをされる場合は、校友会HPの住所変更依頼フォームにご入力いただき送信してください。また、FAXや郵便での依頼も受け付けて
おります。同ページ内の住所変更届（PDF）をプリントアウトしたものにご記入いただき事務局までＦAＸまたは郵便でお送りください。 

いつまでも学生時代の友人と会える

校友会活動に参加しよう！！
Tal k

Sess ion

巻頭対談│校友会会長 × 新卒業生
「世代を超えてともに母校を盛り上げていきたい」

第83号
平成29年（2017年）3月1日

発行 ： 追手門学院大学校友会
〒567-8502
大阪府茨木市西安威2丁目1番15号
TEL. 072-643-6135
FAX. 072-643-9414
http://www.otemon.org/
E-mail info@ogu-koyukai.com
※2017年4月1日より住所・連絡先が変更に
　なります。詳細は6ページをご覧ください。

次号の『校友会会報84号』は、2017年6月初旬頃発刊予定です
『校友会会報84号』は、追手門学院の『mon』および『山桜会会報』と統合した冊子として発刊いたします。

校友会の新役員人事や各種イベントなどの掲載を予定しています。ご期待ください。



 

校友会会長 新卒業生

林田◉2016年は大学創立50周年という記念すべき年でし

た。この50周年という大切な節目をいかに盛り上げるか。それ

が私の任期のなかで最大のテーマでした。記念祝賀会では学

友会の皆さんにも大変ご協力いただきましたね。

村松◉学友会のメンバーは学生スタッフとして、来場された方

をおもてなしさせていただきました。

林田◉２世代、３世代くらい上の人たちに対して、立派に対応

してくださいました。

村松◉大先輩ばかりでしたので、追大生の名に恥じないような

丁寧な接遇を心掛けました。

林田◉記念式典は当初、校友会が主導する形だったのです

が、最終的には大学とのタイアップで準備を進めることができま

した。校友会47年の歴史のなかで、大学と校友会が一緒にイ

ベントに取り組んだのは初めてのこと。その意味でもいい祝賀

会が実現できました。

村松◉学友会としても50周年という節目にあたって、何か新し

いことにチャレンジしたいと思っていました。そこで考えたのが、

他大学との交流を深め、学生自治のあり方を幅広く学んでいこ

うということです。現在は1つのキャンパスですが、2019年には

Wキャンパス体制に変わります。キャンパスが２つにわかれた場

合、学生自治をどのように進めていくべきかという点を他大学か

らも勉強させてもらい、後輩につなげたいと思ったのです。

林田◉学友会が新キャンパス後の体制について考えてくれて

いるのは、とても嬉しいことです。校友会としても新キャンパス

の開設に際して、当然何かしないといけません。将軍山会館は

学院創立120周年・大学創立40周年記念事業の一環として

校友会が基金を出して建設されました。それと同じように形の

残る支援をイメージしています。

村松◉校友会は、私たち学生に対してさまざまなサポートをして

くださっています。残念ながらそのことがよく知られているとはい

えません。もっとも、学友会活動もあまり知られてはいないので

すが。

林田◉それは校友会側の広報にも課題があるんですけどね。

校友会による学生サポートの一例を挙げますと、新入生の入

学記念品として、宮本輝さんの『青が散る』の文庫本を贈呈し

ています。輝さんの落款入りですから書店には売っていません。

す。学生さんに対する校友会の認知度を上げていくためには、

普段から学友会との連携が不可欠。在学中から校友会を身

近に感じてもらい、そして卒業後には一緒に活動するという流

れをつくるのが理想です。

村松◉私も間もなく校友会のメンバーになります。

林田◉若い会員にはおおいに期待しています。

村松◉はい。私たちのような若い世代が、校友会に積極的に

かかわることが期待されていると感じています。同世代の人を

巻き込めるように、私が中心になって動いていきたいですね。

林田◉いま校友会活動に参加しているのは年配の層ばかり。

それを打ち破っていくには若い会員の力が必要ですから。でも

皆さん忙しくて、歴代の学友会委員長でもなかなか校友会の

役員になってもらえない。たぶん村松さんにはいずれ役員のお

声がかかるから、ぜひ受けてくださいよ（笑）。

村松◉（笑）。

林田◉私は小学校から大学まで追手門学院で、16年間もお

世話になりました。校友会の会長を務めさせていただいたの

も、母校への恩返しのつもりでした。

村松◉私も卒業後、林田会長の世代の方と一緒になって、母

校に恩返しできれば嬉しいですね。

それと、卒業生に贈られるアルバムも校友会の事業です。あと

は将軍山祭の支援も続けていますし、校友会将軍山奨学生と

いう奨学金制度もスタートしました。

村松◉学友会の役員が参加させていただいたのですが、昨年

の中国支部総会は在学生や留学生もご一緒できる形式だっ

たようですね。

林田◉大学の校地がある岡山県真庭市の蒜山（ひるぜん）で

実施しました。在学生や留学生も参加できる支部総会は初め

ての試みだったのですが、盛会だったこともあり、今年度はでき

るだけこの形での支部総会を開催していければと思っていま

会報・号外・校友会
Webサイトをチェック1

年２回お届けする会報や号外に、近日
開催予定の同窓会情報を掲載。校友
会Webサイトには最新情報がアップさ
れていますので、チェックしてみてくだ
さい。なお、会報には開催済みの同窓
会報告も記載されています。

校友会Webサイトから
またはFAXでお申し込みを2

Webサイトの「参加申し込みフォー
ム」から簡単に申し込みができます。 
サイトの「同窓会活動」のページから
　詳細・参加申し込みはこちら をクリッ
クしてください。FAXでのお申し込みも
可。締め切り日にご注意ください。

当日は会場で
懐かしい校友たちと再会！3

普段はなかなか会う機会のない校友
たちと楽しい時間を過ごせます。新し
い人脈づくりにもなりますので、ぜひ
ご参加ください。また、同窓会だけで
はなく支部総会などの各種イベント
も定期的に開催されています。

在学生ではありますが、四国支部総会に参加させていただきま
した。僕のような若者でも楽しめるばかりか経営者や企業幹部
の方々もおられ、地元に人脈を築く機会に。校友会は、先輩と
も地元ともつながりを作れる貴重な機会を提供してくれる組織
だとわかりました。

学生の僕でも楽しめた支部総会は、貴重な人脈づくりの場でした。

世代を超えてともに
母校を盛り上げていきたい

▶巻頭対談企画 Profile｜林田 隆行 

校友会会長。1949年東大阪市出身。
71年度卒（第２期生）。追手門学院小
学校・中高出身。大学ではアメリカ民
謡研究部に所属。第２代学友会委員
長も務めた。トップ金属工業株式会社

（東大阪市）代表取締役社長。

Profile｜村松 真妃さん 

学友会前委員長。48代目にして、追
大初の女性学友会委員長となった。
2016年11月に退任。国際教養学部4
年。アメリカ民謡研究部所属。大阪府
立旭高校出身。大学卒業後は佐竹食
品株式会社（吹田市）に勤務予定。

Tal k
Sess ion

卒業生、学生それぞれの立場で大学運営をサポートする校友会会長と学友会委員長。
2016年の大学創立50周年という節目でも大役を果たした
校友会の林田会長と学友会の村松前委員長が対談を行い
世代を超えて、校友会活動の活性化に協力しあうことを確認しました。

正岡 勇樹さん 経済学部 ヒューマンエコノミー学科 4年│愛媛県今治市出身

卒業後は
校友会に
参加しよう！
同窓会への
参加方法
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大学創立50周年のホームカミング・デーは、「校友会総会」「懇
親会」「学部同窓会」「クラブ同窓会」の４部構成で実施。「校
友会総会」の参加者は267名、「懇親会」の参加者は558名と
なりました。また「学部同窓会」では各学部長をはじめとする先
生方にも積極的に関わっていただき、新旧の卒業生と懇談を持
つなど、それぞれに盛り上がりを見せていました。（林田 隆行）

開催した支部総会・
同窓会のご報告

全国の各支部での総会のほか、
親睦会・各種行事が活発に行われています。
なお、校友会のホームページに
より詳しい報告を掲載しています。

滋賀支部 （紅葉と琵琶湖クルーズと淡海の美食）

秋晴れの中、本部役員の皆
さまをはじめ滋賀支部の会
員およびご家族の方々にご
参加いただきました。復元さ
れた蒸気外輪汽船「一番

丸」に瀬田川新港から乗船し、膳所城跡・瀬田唐橋を巡り、石
山寺港で下船。その後バスで移動し、瀬田川河畔料理旅館で
川魚料理を中心とした湖国会席を楽しみました。滋賀支部では
今後も多くの事業を計画して参ります。（近藤 眞弘）

四国支部総会
総会に先立ち、齊藤一誠基
盤教育機構教授から「瀬戸
内2016 ： 国際芸術祭が変え
たもの、生み出したもの」という
テーマで講演をしていただきま
した。内容が四国支部会員に

とって身近であったため、参加者全員興味深く聞かせていただき
ました。また、2017年度は「支部総会」ではなく「支部の集い」と
名称変更するとともに、内容も見直していきます。（中川 純）

九州支部総会中国支部総会
大学ともゆかりのある蒜山
にて開催しました。当支部
では、これまでに岡山市内
や広島市内で支部総会を
実施してきましたが、今回は
校友に加えて、在学生や留

学生も参加できるツアーとして計画し、総勢100人程の大きな
規模となりました。とくに卒業生の多い真庭市から多数のご参
加があり、真庭市長にもご臨席いただきました。（筒井 弘祐）

2016年度の東京支部総会
は大学より講師にガンバ大
阪・前社長の金森喜久男経
営学部教授と、女子ラグビー
部の後藤翔太監督をお招き
し、講演会を開催させていた

だきました。金森先生には東京オリンピックに関連するお話を、
後藤監督には女子ラグビーの指導におけるエピソードなどを聞
き、参加者全員興味深く耳を傾けておりました。（島田 朗仁）

東京支部総会

ホームカミング・デー

校友会総会 天野初代学長の胸像に献花 物品販売店 懇親会

国際教養学科 基盤教育機構 硬式庭球部

考古学研究会 校友会役員

マスコミ研究会

評議員会・委員会・その他行事の予定につきましては、
校友会ホームページのGoogleカレンダーに随時掲載していきます。ぜひご覧ください。
［ 校友会ホームページ ］ ▶ http://otemon.org/
［ 追手門学院大学校友会事務局 ］ ▶ 072-643-6135（3月31日まで）／06-6943-8400（4月1日より）

2017年度 校友会 年間予定表 ※2017年3月1日時点での予定です。
　変更になる場合があります。

校友会では年間をとおして、
多彩なイベント・行事を開催しています

4月
APRIL

8月
AUGUST

▶京都支部総会5日［土］

7月
JULY

▶中国支部総会15日［土］

▶和歌山支部総会23日［日］

9月
SEPTEMBER

▶還暦同窓会（11期）16日［土］

▶東海支部総会2日［土］

▶四国支部の集い30日［土］

まもなく開催する沖縄と九州のイベントについては本誌号外をご覧ください

 10月
OCTOBER

▶滋賀支部総会22日［日］

 12月
DECEMBER

▶理事・評議員・委員 忘年会9日［土］

 1月
JANUARY

3月
MARCH

2月
FEBRUARY

▶兵庫支部総会17日［土］

 11月
NOVEMBER

▶ホームカミング・デー5日［日］

▶東京支部総会11日［土］

▶国際交流プログラム26日［日］

皆さまの
地元の支部で
会いましょう

参加者募集中！ 詳細は号外をチェック！

参加者募集中！ 詳細は号外をチェック！

▲2016年9月3日に行われた東海支部総会

6月
JUNE

▶奈良支部設立総会24日［土］

▶ゴルフコンペ
　能勢カントリークラブ17日［土］

▶九州支部設立25周年
　コンサート＆集い10日［土］

5月〜6月頃に滋賀支部の集いを予定しています

5月
MAY

▶沖縄の集い20日［土］
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参加者募集中！ 詳細は号外をチェック！

▲2016年9月3日に行われた東海支部総会

6月
JUNE

▶奈良支部設立総会24日［土］

▶ゴルフコンペ
　能勢カントリークラブ17日［土］

▶九州支部設立25周年
　コンサート＆集い10日［土］

5月〜6月頃に滋賀支部の集いを予定しています

5月
MAY

▶沖縄の集い20日［土］
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大学創立50周年のホームカミング・デーは、「校友会総会」「懇
親会」「学部同窓会」「クラブ同窓会」の４部構成で実施。「校
友会総会」の参加者は267名、「懇親会」の参加者は558名と
なりました。また「学部同窓会」では各学部長をはじめとする先
生方にも積極的に関わっていただき、新旧の卒業生と懇談を持
つなど、それぞれに盛り上がりを見せていました。（林田 隆行）

開催した支部総会・
同窓会のご報告

全国の各支部での総会のほか、
親睦会・各種行事が活発に行われています。
なお、校友会のホームページに
より詳しい報告を掲載しています。

滋賀支部 （紅葉と琵琶湖クルーズと淡海の美食）

秋晴れの中、本部役員の皆
さまをはじめ滋賀支部の会
員およびご家族の方々にご
参加いただきました。復元さ
れた蒸気外輪汽船「一番

丸」に瀬田川新港から乗船し、膳所城跡・瀬田唐橋を巡り、石
山寺港で下船。その後バスで移動し、瀬田川河畔料理旅館で
川魚料理を中心とした湖国会席を楽しみました。滋賀支部では
今後も多くの事業を計画して参ります。（近藤 眞弘）

四国支部総会
総会に先立ち、齊藤一誠基
盤教育機構教授から「瀬戸
内2016 ： 国際芸術祭が変え
たもの、生み出したもの」という
テーマで講演をしていただきま
した。内容が四国支部会員に

とって身近であったため、参加者全員興味深く聞かせていただき
ました。また、2017年度は「支部総会」ではなく「支部の集い」と
名称変更するとともに、内容も見直していきます。（中川 純）

九州支部総会中国支部総会
大学ともゆかりのある蒜山
にて開催しました。当支部
では、これまでに岡山市内
や広島市内で支部総会を
実施してきましたが、今回は
校友に加えて、在学生や留

学生も参加できるツアーとして計画し、総勢100人程の大きな
規模となりました。とくに卒業生の多い真庭市から多数のご参
加があり、真庭市長にもご臨席いただきました。（筒井 弘祐）

2016年度の東京支部総会
は大学より講師にガンバ大
阪・前社長の金森喜久男経
営学部教授と、女子ラグビー
部の後藤翔太監督をお招き
し、講演会を開催させていた

だきました。金森先生には東京オリンピックに関連するお話を、
後藤監督には女子ラグビーの指導におけるエピソードなどを聞
き、参加者全員興味深く耳を傾けておりました。（島田 朗仁）

東京支部総会

ホームカミング・デー

校友会総会 天野初代学長の胸像に献花 物品販売店 懇親会

国際教養学科 基盤教育機構 硬式庭球部

考古学研究会 校友会役員

マスコミ研究会

評議員会・委員会・その他行事の予定につきましては、
校友会ホームページのGoogleカレンダーに随時掲載していきます。ぜひご覧ください。
［ 校友会ホームページ ］ ▶ http://otemon.org/
［ 追手門学院大学校友会事務局 ］ ▶ 072-643-6135（3月31日まで）／06-6943-8400（4月1日より）

2017年度 校友会 年間予定表 ※2017年3月1日時点での予定です。
　変更になる場合があります。

校友会では年間をとおして、
多彩なイベント・行事を開催しています

4月
APRIL

8月
AUGUST

▶京都支部総会5日［土］

7月
JULY

▶中国支部総会15日［土］

▶和歌山支部総会23日［日］

9月
SEPTEMBER

▶還暦同窓会（11期）16日［土］

▶東海支部総会2日［土］

▶四国支部の集い30日［土］

まもなく開催する沖縄と九州のイベントについては本誌号外をご覧ください

 10月
OCTOBER

▶滋賀支部総会22日［日］

 12月
DECEMBER

▶理事・評議員・委員 忘年会9日［土］

 1月
JANUARY

3月
MARCH

2月
FEBRUARY

▶兵庫支部総会17日［土］

 11月
NOVEMBER

▶ホームカミング・デー5日［日］

▶東京支部総会11日［土］

▶国際交流プログラム26日［日］

皆さまの
地元の支部で
会いましょう

参加者募集中！ 詳細は号外をチェック！

参加者募集中！ 詳細は号外をチェック！

▲2016年9月3日に行われた東海支部総会

6月
JUNE

▶奈良支部設立総会24日［土］

▶ゴルフコンペ
　能勢カントリークラブ17日［土］

▶九州支部設立25周年
　コンサート＆集い10日［土］

5月〜6月頃に滋賀支部の集いを予定しています

5月
MAY

▶沖縄の集い20日［土］
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INFORMAT ION

校友会が母校と後輩の架け橋として、さらに将来の校

友会活性化を担う人材の育成を目的に、校友会から

以下の奨学金を給付する制度です。2016年度は、す

でに学部１年生１名（タイプ①）と大学院１年生２名（タ

イプ②）が奨学生に採用されています。

最新の就職内定状況の速報値がまとまりました。状況

は昨年以上に良好で、今年度はとくに上場企業や大

企業への就職内定率が大幅に上昇しています。ます

ます社会へ広がる追大卒業生。あなたの取引先にも、

後輩が就職しているかもしれません。

校友会が支援し、母校と在学生の
架け橋となる将軍山奨学生制度

就職内定速報（2017年3月卒業生）
あなたの取引先にも後輩が！

「追吹」には楽窓会（OB会）があり、先輩方が演奏会や練習を

見に来てくださるなど、卒業生とのつながりがとりわけ強いクラ

ブです。先輩たちには困ったときに何かと頼らせていただき、さま

ざまなサポートを受けてきましたが、定期演奏会に来てもらえる

だけで大きな励みになっていました。僕たちの代から吹奏楽団

の組織が変わり、50周年の式典でお披露目させていただいた

ように、学友会応援団吹奏楽団という位置づけになりました。

今後後輩たちは体育会の応援など、リーダー部、チアリーダー

部と共に学内での大切な役割を果たしていくことになると期待

しています。「追吹」の４年間で成長できたのは、外の世界を

知って視野を広げたことです。幸いにも平成28年度の「関西

学生吹奏楽連盟 委員長」と「全日本学生吹奏楽連盟 委員

長」を務めさせていただく機会に恵まれ、学外の素晴らしい仲間

とともにタフな仕事もやり抜くことができました。来年度から僕も

OBの立場になります。校友会の先輩たちとともに、「追吹」の

後輩たちを支える活動ができれば、とても嬉しく思います。

▶吹奏楽団

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

CLOSE-UP

Vo l . 1

クラブ活動・課外活動を応援しよう！

心理学部 心理学科 4年

吹奏楽団（2016年11月に引退）

波戸 秀太さん

先輩が定期演奏会に
来てくださるだけで
大きな励みになっていました！

2019年4月開学予定の新キャンパスの最寄りとなる、JR

新駅（仮称 ： JR総持寺駅）が2018年春開業することに

伴い、茨木市が駅名案を公募。追手門学院では学院関係

者と一丸となり、駅名案リストに「三島追手門」「総持寺追

手門」「追手門前」を載せるよう精力的な活動が行われまし

た。駅名案リストは3月ごろに茨木市からJR西日本に報告

される予定です。「追手門」の名を冠した新駅誕生となる

か。結果は2017年中に発表予定です。

▲大学新キャンパス・図書館のイメージ（予定）

最寄りのJR新駅に「追手門」の
名を冠した駅名が提案されました

追手門学院・新キャンパス

追手門学院大学の入試制度です。学校法人追手門学院

が設置する学校の在校（園）生・卒業（園）生が2親等内の

親族である方を対象に実施。出願は9月頃、試験日は10月

頃を予定しています。選考方法は面接と書類選考。2017

年度入試では5人が受験し、全員が合格しました。

校友の家族が追手門学院大学入学を
希望する場合にぜひ利用ください

追手門ファミリー入試

2017年2月17日、追手門学院は、

理事会を開催。任期満了に伴う追

手門学院大学学長に川原俊明理

事長が選任されました。川原俊明

理事長は学長を兼務します。任期

は2017年4月1日〜2018年3月

31日となります。

追手門学院大学の学長に
川原俊明理事長が選任されました

学長人事のお知らせ 校友会・将軍山奨学生制度

高まる大企業への就職内定率

将
軍
山
奨
学
生
制
度
の
概
要

●対象／校友会支部がある地域に
住民票住所がある学部1年生
●採用予定人数／各支部1名
●20万円（給付）

●対象／追手門学院大学から引き続き
追手門学院大学大学院に進学した院1年生
●採用予定人数／各専攻科1名
●20万円（給付）

タ
イ
プ
①

タ
イ
プ
②

追手門学院大学
校友会会則
一部改正のお知らせ

2017年1月10日に理事会において、追手門学院大学校友会会則の一部改正が行われました。改正を
行ったのは「第3章 会員」の「第5条」と「第6条」となります。この改正会則は「第8章 補則」の「附則 3」
に記すとおり、2017年1月10日より施行されます。詳細は校友会ホームページなどをご覧ください。

第53回 関西学生吹奏楽連盟 合同演奏会
● 日時 ： 2017年5月7日（日）
● 場所 ： あましんアルカイックホール
　　　　（大ホール）
※詳細は関西学生吹奏楽連盟のホームページを
　ご覧ください。 http://www.ksbf.jp/ 

追 大 吹 奏 楽 団 の 演 奏 を 楽 し も う！

学院 ・ 校友会 ・ 山桜会の三者が
より緊密に連携する体制を整えます
2017年4月1日より、校友会事務局は山桜会事務局と業務を

統合。それに伴い「教育振興会・同窓会事務局」と名称を変更

するとともに、大阪市中央区の追手門学院大手前中高６階（地

図参照）へ移転します。この統合を機に、業務の効率化・平準化

を図り、卒業生データベースの一元管理および一層の有効活

用を促進していきます。ますます競争が激化する学校経営にお

いて、同窓会のバックアップは不可欠です。事務局の移転・統

合には、学院・校友会・山桜会の三者がより緊密に連携し、同窓

会活動の活性化を支援することで追手門学院の発展に資する

体制を整える狙いがあります。なお、メールアドレスなど連絡先に

変更のある方は、この機会に右記まで変更点をご連絡ください。

追手門学院大学校友会事務局移転のお知らせ

校友会事務局の連絡先（2017年4月1日以降）
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20
追手門学院大手前中・高等学校 本館6階

06-6943-8400
06-6943-8401
info@ogu-koyukai.com

住所

電話番号

FAX番号

mail

上場企業への就職内定率

211名／1,093名19.3%17卒

178名／1,021名17.4%16卒

従業員数「500名以上」の大企業への就職内定率

475名／1,093名43.5%17卒

406名／1,021名39.7%16卒

上場企業および大企業への就職内定率

513名／1,093名46.9%17卒

433名／1,021名43.4%16卒
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INFORMAT ION

校友会が母校と後輩の架け橋として、さらに将来の校

友会活性化を担う人材の育成を目的に、校友会から

以下の奨学金を給付する制度です。2016年度は、す

でに学部１年生１名（タイプ①）と大学院１年生２名（タ

イプ②）が奨学生に採用されています。

最新の就職内定状況の速報値がまとまりました。状況

は昨年以上に良好で、今年度はとくに上場企業や大

企業への就職内定率が大幅に上昇しています。ます

ます社会へ広がる追大卒業生。あなたの取引先にも、

後輩が就職しているかもしれません。

校友会が支援し、母校と在学生の
架け橋となる将軍山奨学生制度

就職内定速報（2017年3月卒業生）
あなたの取引先にも後輩が！

「追吹」には楽窓会（OB会）があり、先輩方が演奏会や練習を

見に来てくださるなど、卒業生とのつながりがとりわけ強いクラ

ブです。先輩たちには困ったときに何かと頼らせていただき、さま

ざまなサポートを受けてきましたが、定期演奏会に来てもらえる

だけで大きな励みになっていました。僕たちの代から吹奏楽団

の組織が変わり、50周年の式典でお披露目させていただいた

ように、学友会応援団吹奏楽団という位置づけになりました。

今後後輩たちは体育会の応援など、リーダー部、チアリーダー

部と共に学内での大切な役割を果たしていくことになると期待

しています。「追吹」の４年間で成長できたのは、外の世界を

知って視野を広げたことです。幸いにも平成28年度の「関西

学生吹奏楽連盟 委員長」と「全日本学生吹奏楽連盟 委員

長」を務めさせていただく機会に恵まれ、学外の素晴らしい仲間

とともにタフな仕事もやり抜くことができました。来年度から僕も

OBの立場になります。校友会の先輩たちとともに、「追吹」の

後輩たちを支える活動ができれば、とても嬉しく思います。

▶吹奏楽団

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

CLOSE-UP

Vo l . 1

クラブ活動・課外活動を応援しよう！

心理学部 心理学科 4年

吹奏楽団（2016年11月に引退）

波戸 秀太さん

先輩が定期演奏会に
来てくださるだけで
大きな励みになっていました！

2019年4月開学予定の新キャンパスの最寄りとなる、JR

新駅（仮称 ： JR総持寺駅）が2018年春開業することに

伴い、茨木市が駅名案を公募。追手門学院では学院関係

者と一丸となり、駅名案リストに「三島追手門」「総持寺追

手門」「追手門前」を載せるよう精力的な活動が行われまし

た。駅名案リストは3月ごろに茨木市からJR西日本に報告

される予定です。「追手門」の名を冠した新駅誕生となる

か。結果は2017年中に発表予定です。

▲大学新キャンパス・図書館のイメージ（予定）

最寄りのJR新駅に「追手門」の
名を冠した駅名が提案されました

追手門学院・新キャンパス

追手門学院大学の入試制度です。学校法人追手門学院

が設置する学校の在校（園）生・卒業（園）生が2親等内の

親族である方を対象に実施。出願は9月頃、試験日は10月

頃を予定しています。選考方法は面接と書類選考。2017

年度入試では5人が受験し、全員が合格しました。

校友の家族が追手門学院大学入学を
希望する場合にぜひ利用ください

追手門ファミリー入試

2017年2月17日、追手門学院は、

理事会を開催。任期満了に伴う追

手門学院大学学長に川原俊明理

事長が選任されました。川原俊明

理事長は学長を兼務します。任期

は2017年4月1日〜2018年3月

31日となります。

追手門学院大学の学長に
川原俊明理事長が選任されました

学長人事のお知らせ 校友会・将軍山奨学生制度

高まる大企業への就職内定率

将
軍
山
奨
学
生
制
度
の
概
要

●対象／校友会支部がある地域に
住民票住所がある学部1年生
●採用予定人数／各支部1名
●20万円（給付）

●対象／追手門学院大学から引き続き
追手門学院大学大学院に進学した院1年生
●採用予定人数／各専攻科1名
●20万円（給付）

タ
イ
プ
①

タ
イ
プ
②

追手門学院大学
校友会会則
一部改正のお知らせ

2017年1月10日に理事会において、追手門学院大学校友会会則の一部改正が行われました。改正を
行ったのは「第3章 会員」の「第5条」と「第6条」となります。この改正会則は「第8章 補則」の「附則 3」
に記すとおり、2017年1月10日より施行されます。詳細は校友会ホームページなどをご覧ください。

第53回 関西学生吹奏楽連盟 合同演奏会
● 日時 ： 2017年5月7日（日）
● 場所 ： あましんアルカイックホール
　　　　（大ホール）
※詳細は関西学生吹奏楽連盟のホームページを
　ご覧ください。 http://www.ksbf.jp/ 

追 大 吹 奏 楽 団 の 演 奏 を 楽 し も う！

学院 ・ 校友会 ・ 山桜会の三者が
より緊密に連携する体制を整えます
2017年4月1日より、校友会事務局は山桜会事務局と業務を

統合。それに伴い「教育振興会・同窓会事務局」と名称を変更

するとともに、大阪市中央区の追手門学院大手前中高６階（地

図参照）へ移転します。この統合を機に、業務の効率化・平準化

を図り、卒業生データベースの一元管理および一層の有効活

用を促進していきます。ますます競争が激化する学校経営にお

いて、同窓会のバックアップは不可欠です。事務局の移転・統

合には、学院・校友会・山桜会の三者がより緊密に連携し、同窓

会活動の活性化を支援することで追手門学院の発展に資する

体制を整える狙いがあります。なお、メールアドレスなど連絡先に

変更のある方は、この機会に右記まで変更点をご連絡ください。

追手門学院大学校友会事務局移転のお知らせ

校友会事務局の連絡先（2017年4月1日以降）
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20
追手門学院大手前中・高等学校 本館6階

06-6943-8400
06-6943-8401
info@ogu-koyukai.com

住所

電話番号

FAX番号

mail

上場企業への就職内定率

211名／1,093名19.3%17卒

178名／1,021名17.4%16卒

従業員数「500名以上」の大企業への就職内定率

475名／1,093名43.5%17卒

406名／1,021名39.7%16卒

上場企業および大企業への就職内定率

513名／1,093名46.9%17卒

433名／1,021名43.4%16卒
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校友会が母校と後輩の架け橋として、さらに将来の校

友会活性化を担う人材の育成を目的に、校友会から

以下の奨学金を給付する制度です。2016年度は、す

でに学部１年生１名（タイプ①）と大学院１年生２名（タ

イプ②）が奨学生に採用されています。

最新の就職内定状況の速報値がまとまりました。状況

は昨年以上に良好で、今年度はとくに上場企業や大

企業への就職内定率が大幅に上昇しています。ます

ます社会へ広がる追大卒業生。あなたの取引先にも、

後輩が就職しているかもしれません。

校友会が支援し、母校と在学生の
架け橋となる将軍山奨学生制度

就職内定速報（2017年3月卒業生）
あなたの取引先にも後輩が！

「追吹」には楽窓会（OB会）があり、先輩方が演奏会や練習を

見に来てくださるなど、卒業生とのつながりがとりわけ強いクラ

ブです。先輩たちには困ったときに何かと頼らせていただき、さま

ざまなサポートを受けてきましたが、定期演奏会に来てもらえる

だけで大きな励みになっていました。僕たちの代から吹奏楽団

の組織が変わり、50周年の式典でお披露目させていただいた

ように、学友会応援団吹奏楽団という位置づけになりました。

今後後輩たちは体育会の応援など、リーダー部、チアリーダー

部と共に学内での大切な役割を果たしていくことになると期待

しています。「追吹」の４年間で成長できたのは、外の世界を

知って視野を広げたことです。幸いにも平成28年度の「関西

学生吹奏楽連盟 委員長」と「全日本学生吹奏楽連盟 委員

長」を務めさせていただく機会に恵まれ、学外の素晴らしい仲間

とともにタフな仕事もやり抜くことができました。来年度から僕も

OBの立場になります。校友会の先輩たちとともに、「追吹」の

後輩たちを支える活動ができれば、とても嬉しく思います。

▶吹奏楽団

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

CLOSE-UP

Vo l . 1

クラブ活動・課外活動を応援しよう！

心理学部 心理学科 4年

吹奏楽団（2016年11月に引退）

波戸 秀太さん

先輩が定期演奏会に
来てくださるだけで
大きな励みになっていました！

2019年4月開学予定の新キャンパスの最寄りとなる、JR

新駅（仮称 ： JR総持寺駅）が2018年春開業することに

伴い、茨木市が駅名案を公募。追手門学院では学院関係

者と一丸となり、駅名案リストに「三島追手門」「総持寺追

手門」「追手門前」を載せるよう精力的な活動が行われまし

た。駅名案リストは3月ごろに茨木市からJR西日本に報告

される予定です。「追手門」の名を冠した新駅誕生となる

か。結果は2017年中に発表予定です。

▲大学新キャンパス・図書館のイメージ（予定）

最寄りのJR新駅に「追手門」の
名を冠した駅名が提案されました

追手門学院・新キャンパス

追手門学院大学の入試制度です。学校法人追手門学院

が設置する学校の在校（園）生・卒業（園）生が2親等内の

親族である方を対象に実施。出願は9月頃、試験日は10月

頃を予定しています。選考方法は面接と書類選考。2017

年度入試では5人が受験し、全員が合格しました。

校友の家族が追手門学院大学入学を
希望する場合にぜひ利用ください

追手門ファミリー入試

2017年2月17日、追手門学院は、

理事会を開催。任期満了に伴う追

手門学院大学学長に川原俊明理

事長が選任されました。川原俊明

理事長は学長を兼務します。任期

は2017年4月1日〜2018年3月

31日となります。

追手門学院大学の学長に
川原俊明理事長が選任されました

学長人事のお知らせ 校友会・将軍山奨学生制度

高まる大企業への就職内定率

将
軍
山
奨
学
生
制
度
の
概
要

●対象／校友会支部がある地域に
住民票住所がある学部1年生
●採用予定人数／各支部1名
●20万円（給付）

●対象／追手門学院大学から引き続き
追手門学院大学大学院に進学した院1年生
●採用予定人数／各専攻科1名
●20万円（給付）

タ
イ
プ
①

タ
イ
プ
②

追手門学院大学
校友会会則
一部改正のお知らせ

2017年1月10日に理事会において、追手門学院大学校友会会則の一部改正が行われました。改正を
行ったのは「第3章 会員」の「第5条」と「第6条」となります。この改正会則は「第8章 補則」の「附則 3」
に記すとおり、2017年1月10日より施行されます。詳細は校友会ホームページなどをご覧ください。

第53回 関西学生吹奏楽連盟 合同演奏会
● 日時 ： 2017年5月7日（日）
● 場所 ： あましんアルカイックホール
　　　　（大ホール）
※詳細は関西学生吹奏楽連盟のホームページを
　ご覧ください。 http://www.ksbf.jp/ 

追 大 吹 奏 楽 団 の 演 奏 を 楽 し も う！

学院 ・ 校友会 ・ 山桜会の三者が
より緊密に連携する体制を整えます
2017年4月1日より、校友会事務局は山桜会事務局と業務を

統合。それに伴い「教育振興会・同窓会事務局」と名称を変更

するとともに、大阪市中央区の追手門学院大手前中高６階（地

図参照）へ移転します。この統合を機に、業務の効率化・平準化

を図り、卒業生データベースの一元管理および一層の有効活

用を促進していきます。ますます競争が激化する学校経営にお

いて、同窓会のバックアップは不可欠です。事務局の移転・統

合には、学院・校友会・山桜会の三者がより緊密に連携し、同窓

会活動の活性化を支援することで追手門学院の発展に資する

体制を整える狙いがあります。なお、メールアドレスなど連絡先に

変更のある方は、この機会に右記まで変更点をご連絡ください。

追手門学院大学校友会事務局移転のお知らせ

校友会事務局の連絡先（2017年4月1日以降）
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●追手門学院大学校友会ホームページ

各支部の同窓会をはじめ、学部・ゼミ・クラブ同窓会など、大学校友
会ではさまざまな同窓会が開催されています。各種催しの参加申し
込みには、ぜひ校友会ホームページをご利用ください。「出欠管理シ
ステム」のお申し込みフォームから応募できます。
※複数名でお申し込みの方は、人数分のご入力をお願いします。

支部総会・クラブなどの各種同窓会
お申し込みは校友会ホームページから

校友会「出欠管理システム」

校友が経営者・代表を務める、または勤務するお店や会社、事務所な
どを幅広く掲載しているシステムです。名前・卒業年度・学部・フリー
ワードで検索できるほか、都道府県やジャンルからも探せる充実の検
索システムも付いており、ご近所で活躍する校友を見つけることも。掲
載希望の方はこのページからシステムに投稿することもできます。
※「誰どこ何してるシステム」は投稿型のコンテンツです。ご投稿の際には掲載

にあたっての注意事項をご確認ください。

お店・会社を校友に宣伝
活躍する校友の検索もできる

校友会「誰どこ何してるシステム」

追手門学院大学卒業生の皆さまへ校友会WEBシステムのご案内

コンテストやアンケート収集に
対応したシステムを利用できます

校友会ではアンケート収集のほか、ロゴマーク・ゆるキャラといったコンテストなどで投
票受付や収集・集計ができる「投票・アンケート収集システム」を開発・導入していま
す。校友会や大学のイベント企画などで必要な際は事務局までお申し込みください。

追手門学院大学校友会 検索http://otemon.org/
オール追手門の最新情報を
お伝えして行きます。

校友会メールマガジン

校友会「Facebook」

校友会の情報発信や大学の最新情報のほ
か、大学・校友に関するメディア出演のお知らせ
をFacebookにアップ。関係者のテレビ出演や
新聞掲載などの詳細が紹介されています。定
期的なチェックと、「いいね！」をお願いします。

校友会の最新情報はココ

支部長 ・ 同窓会幹事の皆さまへ

校友会ホームページでは、各種催しなどのお申し込み管理に便
利なWEBシステムを開発・導入しました。利用を希望される方は、
校友会事務局までメールにてお申し出ください。許諾の場合、折
り返し利用願いを代表責任者に送信します（アドレス下記）。

E-mail info@ogu-koyukai.com

同窓会の開催に便利な出欠管理システム
どなたでもお使いいただけます

校友会「投票・アンケート収集システム」

住所・電話番号・メールアドレスなど、連絡先ご変更の際はこちらから更新ください
住所変更・改姓などをされる場合は、校友会HPの住所変更依頼フォームにご入力いただき送信してください。また、FAXや郵便での依頼も受け付けて
おります。同ページ内の住所変更届（PDF）をプリントアウトしたものにご記入いただき事務局までＦAＸまたは郵便でお送りください。 

いつまでも学生時代の友人と会える

校友会活動に参加しよう！！
Tal k

Sess ion

巻頭対談│校友会会長 × 新卒業生
「世代を超えてともに母校を盛り上げていきたい」
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発行 ： 追手門学院大学校友会
〒567-8502
大阪府茨木市西安威2丁目1番15号
TEL. 072-643-6135
FAX. 072-643-9414
http://www.otemon.org/
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※2017年4月1日より住所・連絡先が変更に
　なります。詳細は6ページをご覧ください。

次号の『校友会会報84号』は、2017年6月初旬頃発刊予定です
『校友会会報84号』は、追手門学院の『mon』および『山桜会会報』と統合した冊子として発刊いたします。

校友会の新役員人事や各種イベントなどの掲載を予定しています。ご期待ください。




