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追手門学院大学校友会

検索

■ 住所登録・変更

■ 出欠管理システム

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
FAXや郵便での依頼も受け付けております。
入力の上送信してください。

各支部の同窓会をはじめ、学部・ゼミ・クラブ同窓会など、各種催しの参加申し
込みにご利用いただけます。

■ Facebook

■ 追手門学院大学 卒業アルバムサイト

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
出演のお知らせをアップしています。

（第50期 学部・第45期 大学院）卒業生から卒業アルバムはデジタ
2018年度
ル版での配布となりました。
https://album.otemon.ac.jp/

■ 卒業生投稿コーナー
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追手門学院メールマガジン

ご自身の近況をはじめ、勤務するお店や会社の情報、
同窓会企画など、様々な
ことを投稿できるシステムです
（事前登録制）。

オール追手門の最新情報をお伝えしていきます。

令和2年（2020年）3月1日
追手門学院大学 校友会
会長 林田 隆行

LINE公式アカウントはじめました！ 皆さまぜひ登録してください！
STEP 1

STEP 2

STEP 3

友だちを追加

友だち登録
完了

プロフィール
登録・更新

友だち登録が完了
すると、
校友会LINE
からメッセージが
届きます。
メッセージ内にある
「 プ ロフィー ル 登
録はこちら」のURL
や、下部のボタンか
らプロフィールの
登録が可能です。

校 友 会 L I N E への
権 限を許 可して、
プロフィール情報
を入力・登録してく
ださい。
プロフィールは後
から変 更・更 新す
ることも可能です。

下のバーコードを
使用もしくは、
「友
だち追 加 」画 面で
L I N E I D を検索し
て、校友会の L I N E
アカウントを友だち
追加してください。

@otemon

クイズに答えて
う！
プレゼントを当てよ

LINEの友だち
ル
追加＆プロフィー
登録で参加OK!

校友会プレゼントクイズ

Q 2020年の
ホームカミング・デーの開催日は？

編集後記
QUOカード
3,000円分を
抽選で10名様に！

応募方法

プロフィール登録後に配信されるメッセージの
クイズ回答用フォームから応募してください。

注意事項

※プレゼントクイズのご応募は、追手門学院大学出身者で校友会LINE公式アカウントを友だち追加された方が対象です。
※プレゼントの贈呈にあたり、
住所情報を取得しております。
プロフィールのご登録がない場合は、抽選の対象となりませんので、
お気をつけください。
※当選者の発表は商品の発送
をもって代えさせていただきます。
※賞品の発送は、
2020年5月頃の予定です。

応募期間

所属されていた部活
や団体、お住まいの
地 域に合 わせた情
報が配信されますの
で、
ぜひプロフィール
をご登録ください！

校友会会報到着後〜2020年4月30日（木）

会員の皆さまに楽しんでいた
だける会報になる様、広報委員会
一同努力しており、今回から新た
に校友会 LINEや賞品付きクイズ
もスタートします。会報を通して、
懐かしい同期やクラブの先輩後
輩、
そして伸びゆく母校の“今”を
感じていただければ幸いです。
［田中 裕美子（10期生 経営）］

！
む！
近況求

皆さまのご活躍されている様子を教えてください！

追手門学院大学の卒業生の多くが日本各地でご活躍されている中、校友会が把握できているのはその一部でしかありません。卒業
後お引っ越しされた方、
起業された方、
その他どんなことでも構いません。
ぜひ皆さまの近況を下記連絡先までお知らせください。
※ご連絡いただける際はお名前・学部学科・卒業年も併せてお教えいただけますよう
お願いいたします。
※お送りいただいた個人情報は法令に基づいて厳重に管理し、卒業生が関係する事
業以外には使用いたしません。

追手門学院大学校友会 事務局
Tel. 06-6943-8400
E-mail. koyuka@otemon.ac.jp

大学・中高合同学園祭

追手門万博開催報告
［ 校友会結成50周年記念特集vol.1 ］

記念事業

活躍する在学生／OB・OG会報告／卒業生のお店紹介
次号の『校友会会報92号』
は、2020年9月頃発刊予定です

追手門学院大学 校友会 ［事務局］ 〒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）
TEL ： 06-6943-8400 FAX ： 06-6943-8401 URL ： https://otemon.org/ E-mail ： koyuka@otemon.ac.jp

おうてもん塾

さかなクン
トークショー

［ 赤井 勝氏 ］

「花は世界の共通語」を
テーマに講演と実演を実施

シンポジウム

さかなクンが
「魚と海の環境」に
ついて楽しく解説！

イラストを描きなが
ら解説するさかなク
ンに、お子さまも大
興奮♪

茨木総持寺キャンパス

［ 長尾真氏×湯浅俊彦氏 ］
元・国立国会図書館館長の
長尾氏を迎え、図書館を
テーマに討論

対談

［ 三谷龍二氏×梅村修氏 ］

追 手 門 学 院 大 学 ／ 追 手 門 学 院中・高 等 学 校 合 同 学 園 祭

イベント
各学校のグラウンドや体育館で

オープニングイベントでは
各学校合同パフォーマンスで
盛り上がりました

2019年11月2日 土 ・3日 日

祝

行われたイベントは、たくさんのお
客さまと一緒に賑わいました。

OTE MON SCHOOL FESTIVAL
IN SOJ IJ I CAM PUS

たくさんのメッセージとともに
キャンドルが輝きました！

校友会

世界で活躍する木工家 三谷龍二が
作品とともに仕事感を語る

模擬店
クラブ・サークルからはもち
ろん、
自治体や地域連携によ
る模擬店も出店し、常に人が
ひしめき合うほどの盛り上が
りを見せました。

校友会も模擬店を
出店しました！

校友会の物品販売店では、全
国各地に広がる支部からも応援に
駆けつけ、地域の名産品を販売。
学生や教職員、地域住民など多く
の方々がお越しくださいました。
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校友会50周年記念特集 vol.1
校友会のあゆみ

1971 -1991
1966（昭和41）

Otemon Gakuin University's Students

活躍する在学生

（昭和46）年に結成された校友会は間もなく50周年を迎えます。
1971
これを機に今後3号にわたり校友会のあゆみを振り返るとともに、皆さまにとって
懐かしい出来事をお伝えしていきます。
ぜひ当時に思いを馳せてください。

eスポーツといった現代の世相を反映した興味深い活動も加わるなど、
活躍の幅を広げています。

4月 「追手門学院大学」創設

女子ラクロス部 ｜ 井上 陽菜さん

初代学長に天野利武が就任し、
2学部4学科の追手門学院大学が創立。

6月 校章制定

比較的新しいク
26期の方々が創部された、
ラブです。
ラクロスは北米の先住民発祥の競
技で、先端に網の付いた棒を用いて10 対 10

5月 大学同窓会将軍山会結成

1973（昭和48） 11月 「将軍山会会報」創刊

で行います。
男女でルールが違うのも特色で
す。大学内のクラブでは所属人数も多い方で
すが、今期から1 年生が茨木総持寺キャンパ
スに通学しているため、新人勧誘には四苦八

記念すべき創刊号は1973年11月に発刊されました。

1985（昭和60）

へ名称変更
4月 「追手門学院大学校友会」

追手門学院校友会山桜会の大学部会から独立して、追手門学院大学校友
会と名称を改め、将軍山会の名称は俗称となりました。

1986（昭和61） 10月

社会学部 社会学科 2年

存分に楽しみながら、日々成長を目指しています

追手門学院小学校の校章をモデルにつくられ、
6月1日に制定。
現物は今でも将軍山会館に展示されています。

1971 （昭和46）

クラブ・サークルなど、各分野で頑張りをみせる追大生が本誌に近況報告を寄稿してくれました。

苦。
そんな中でも、元気いっぱいの1年生が入
部してくれました。現在は3 部リーグ所属で、
決して強いチームではありませんが、
日々成
長できるように練習しています。
たまにチーム
内でぶつかることもありますが、大学生活でし
かできないクラブ活動を、社会に出るまで存
分に楽しんでいきます。

坂口 元規さん

シンボルマークの制定

大学創立20周年記念パーティーで校友会のシンボルマークが披露され、
以降様々な発行物やノベルティグッズで使用されるようになりました。

学生ダーツリーグ全日本選手権で優勝！

初代学長天野利武先生顕彰碑建設

校友会が建設。
10月18日の大学創立20周年を祝し、

胸像を抱いた高さ3ｍの青銅製の碑。

1991 （平成3）

経済学部 経済学科 3年

7月 大学創立25周年記念講演会

開学25周年を祝し、
記念講演会を主催。
追手門学院大学助教授であった竹村
健一氏をお招きし、
「新しい世界と日本」
というテーマでお話しいただきました。
プロダーツプレイヤー 村松 治樹さんと優勝記念撮影

11月 「東京支部」結成

校友会支部第1号が東京で発足。
11月30日に発表式を行いました。

優勝は本当に予想外の出来事でした。勝
つことよりも楽しむことをモットーに試合に
臨んだのですが、今振り返るとそれも勝因の
一つだったと思います。予選リーグは2 位通

相手は予選リーグで勝てなかった相手。
「こ
れで勝ったら少年漫画みたい」
と盛り上がり
練習を重ねました。当日は緊張しながらも応
援に来てくれた方々の声援を力に5試合先取

過。準々決勝は負け濃厚の予測でしたが9 - 2

し優勝！ 最高の思い出になりました。来年も

で勝ち、
その後の準決勝も9 - 2で勝利してポ
イント数で1 位になる展開に。
しかし、決勝の

出場しますので、
ぜひ学内にダーツ投げがで
きる空間をつくってほしいと思います。

e-SPORTS同好会 ｜ 清原 芳珠さん

では、
お楽しみに。
次号
（92号）
1992年～2001年の出来事を紹介予定です。

経営学部 マーケティング学科 3年

ゲームの上手さは関係なし！ ＷＩＬホールでの大会開催を目指し活動中
SPECIAL INTERVIEW

母校安威キャンパスの南端にある
「将軍山」
と呼ば
れる藤原鎌足公の古墳にあやかり、1971 年 5 月30
日、山桜会の大学部会として大学同窓会将軍山会の
活動を開始しました。設立当初は会長を置かず理事
長制としましたが、1974 年に理事会内部で混乱が発
生し、将軍山会崩壊の危機に瀕します。翌年、佐藤良

和氏を顧問に迎え会則を改正すると同時に理事長
制を廃止し、常任理事会の議長であった私が会長職
を代行し、再生を開始。様々な取り組みにより、1981
年には会の運営を本来の形に戻すことができ、会長
に関謙二氏、議長に私が留任。事務局長には佐藤良
和氏を迎え新しい門出となりました。

校友会会報 縮刷版

校友会
50周年
事業

過去会報・LinkAの縮刷版を発行します。
先
50周年を記念して、

着200名に無料
（送料のみ着払い）
で送付いたしますので、
ご希
望の方は事務局にメールかFAXにて
「氏名・住所・郵便番号・携
帯番号・学部学科・卒業年」
を明記して、
ご連絡ください。
追手門学院大学
［事務局（校友課）］

[ f a x ] 06-6943-8401
[mail] koyuka@otemon.ac.jp

掲載冊子
［山桜会報］
16号（1971年）
［将軍山会報］
1号（1973年）～40号（1991年）
［校友会会報］
41号（1992年）～90号（2019年）
［LinkA］
0号（2015年）～4号（2019年）

鶴 毅氏（1期生 経経）
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夏に立ち上げました。eスポーツとは複数の

ることです。現在は50名規模の大会を毎月開

人数でインターネットを介してコンピュータ
ゲームを対戦し、勝敗や得点を争う競技で
す。サークルのメンバーには、国内大会や世
界大会で常に上位に入る者や、プロチーム

催し、大手飲料メーカーや大手ゲームソフト
会社など、4社にスポンサーとなっていただい

日時

2021年5月30日（日）
受付時間 11：30

ています。近い将来、茨木総持寺キャンパス
のWILホールでの開催を目指しています。

キャンドルナイト ｜ 吉田 洸貴さん

社会学部 社会学科 3年

「Candle Night」10年目の奇跡！ 過去最高来場者数記録！

祝賀会
開会 12：00

会場

リーガロイヤルホテル
光琳の間（着席スタイル）

会費

3,000円
1,000円（ご家族の方）

※12歳以下無料

※詳細は次号(第92号)にてお知らせします。
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ポーツをもっと広めたいという思いで2018年

所属の者もいます。
目標は大学対抗戦でトッ
プになることと、200 名規模の大会を開催す

e スポーツのイメージを良くしたい。e ス

大学校友会創成期を振り返ってみた

毎年12月、大学内で実施しています。運営
は学生主体で、
今年度は約50人の学生スタッ
フが4月から活動を開始。
キャンドルの並べ方
や装飾製作などを担う班活動と、学内外への
広報活動を行う係活動を全員で取り組みまし
た。記念すべき10年目の今年度は、初の茨木
総持寺キャンパスでの開催になり、過去最高

の722名の来場者数を記録しました。
この数字
はスタッフ皆の頑張りがあってこそ。無理を言
うこともありましたが、皆がついてきてくれ、挑
戦することの大切さをこの団体で学べました。
Candle Night 2019の様子は
公式Twitter・Instagramで
配信しています！

校友会会報│第91号│
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これからも、もっと
深めていこう国際交流!!

NEWS

古希
同窓会

06
NEWS

学友会追風との意見交換会を実施
学生の貴重な意見をヒアリング

（火）
、
茨木安威キャンパスにて実施。
校友会の
2019年11月12日
現状と今後のLINEを用いた施策について紹介した後、学生から校
友会への意見を聴取し、
「名前を聞いたことはあるが実態がわから
ない」
「学生にメリットのある取り組みで校友会の魅力を発信すべ
き」
との声が聞かれたと同時に、LINEを使ったネットワーク作りにつ

01
NEWS

いては賛同的で、従来の方法以上の効果を期待できると感じまし

茨木総持寺キャンパスにて
2019年 第2回支部長会を開催

（土）、全国11支部のうち9支部の支部長・支部
2019年11月2日

た。
今後も学生との意見交換を続けます。
［大西 惇
（50期生 心心）
］

（土）
に52 名の学生とともに滋賀県近江八幡
2019 年 10月19日

05
NEWS

3期生「古希同窓会」を開催
幸せを共に歓びあった一日

役員、校友会より会長・副会長・支部支援委員等26名が参加。今

へ。道中、
自己紹介ゲーム、
クイズ大会で盛り上がりながら到着。

回は新支部設立予定の徳島・石川からも出席いただき、支部活動

現地では水茎焼陶芸の里にて手回しろくろを体験し、
コーヒー

（土）KKRホテル大阪にて開催。
川原理事長お
2019年10月26日

について意見交換いたしました。支部長会議後の懇親会はニュー

カップ・お皿などを作成しました。昼食後は市内の街並みを舞台に

よび藤本忠明先生や校友会役員の方々など総数42名の参加でし

ミュンヘン茨木店にて21名が出席し、各支部同士が交流を深め、

チーム対抗フォトコンテストを実施。
あっという間の1日でしたが、

た。恩師や懐かしい友人たちと久しぶりに再会し、一緒に食事をし

盛況のうちに終わりました。

確実に交流を深めました。

ながら近況を報告しあったり、現在の健康や幸せを共に歓びあっ

NEWS
TOPICS
&
［廣瀬 育弘
（30期生 営営）］

校友会・追手門学院大学

［山本 雄介
（29期生 経経）
］

Otemon Gakuin University &
Alumni Association News

たりできました。DVD放映では、校舎が新しくなっているのにびっく
りしましたが、
当時の懐かしい写真も織り交ぜていただき、
おかげ
で学生時代に帰ることができました。［小寺 敏夫（3期生 経経）
］

07
NEWS

03
NEWS

還暦
同窓会

春学期末学位授与式を挙行
校友会正会員51名が誕生

学生の皆さん、ありがとう！
令和元年度学生表彰式を開催

（土）KKRホテル大阪にて開催。今年度は1部
2019 年 12月14日
リーグに昇格した硬式野球部、2部Aに昇格したサッカー部、茨木
総持寺キャンパスにて初の合同学園祭を成功に導いた合同学園

（金）
に茨木安威キャンパスで挙行されました。
2019年9月27日

式辞で川原学長が
「今後も学び、
自己成長につなげてほしい」
と言

祭実行委員会を表彰しました。表彰式後の忘年会では会場のKKR

葉をおくり、
続いて林田会長が卒業生代表に卒業アルバムを贈呈。

職員でもある秋吉崇仁評議員から三線の弾き語りが披露されたほ

評議員として
6学部51名の卒業生は学生会員から正会員となり、

か、県人会を含む学生参加者全員のスピーチに加え、
山桜会の正

校友会活動に参加できます。伝統を守るためにも、新たな風として

副会長からもご挨拶いただきました。［林元 光広
（21期生 文心）
］

新卒業生の活動参加を切望します。 ［辻村 龍彦
（1期生 経経）
］

04
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1982年卒業の
13期生が集った「還暦同窓会」

08
NEWS

「第3回LinkAのつどい」を開催
先輩・後輩が親睦を深める

（木）、西上雅章氏が会長を務める通天閣で開
2019年11月21日

（土）、KKRホテル大阪にて開催。13期生26名、
2019年11月16日

催。
時間前には西上会長と一緒に展望台に上る
「通天閣ツアー」
も

本部役員等7名の計33名が参加しました。現在の大学の様子や、

楽しみました。
メインイベントの西上会長による講演会「大阪通天

我々が勉学に励んだ頃の校舎などが映像で流され、知らぬ間にタ

閣四方山話」
に続き、LinkA担当リーダー林元氏の楽しい司会で進

イムスリップ。共通の話題で話に花が咲きつつ、茨木総持寺キャン

行された初参加者の自己紹介タイムに。懇親会は西上会長の計ら

パスには誰もがビックリ！ 瞬く間に3時間が過ぎ、次回の古希で

いで料亭「天王殿」
で実施。先輩・後輩関係なく親睦を深めた、笑

の再会を約束しました。

いの絶えない素敵な会でした。

［大坂 幸司
（13期生 文東）
］

［三原 ナミ
（27期生 文社）
］
校友会会報│第91号│
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宅建士合格率、全国平均の約4.7倍
学生も大学も「一流」への第一歩

NEWS

葉山ゼミ学生が
卒業生の活躍を取材
葉山 幹恭講師▶

（土）、宅地建物取引士（宅建士）試験の合格発
2019年12月4日
表があり、
本学からは87名中70名の学生が見事合格。
全国平均合
格率 17.0％に対し本学生は約 4.7 倍の80.5％を記録しました。約
500時間の講座を受け、
700時間程度の自習をした成果です。
2020

年は行政書士講座および上級公務員講座を開講します。校友会
の皆さまには、学生たちが一流を目指し学習に励む姿勢に対し、
ご
支援のほどよろしくお願い申し上げます。［就職・キャリア支援課］

09
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※校友会から合格者に対し、奨励金を給付しています。

茨木安威キャンパスに新グラウンド
より多目的な活用が可能に

11

NEWS

卒業生と学生の交流会
しゃべり場・将来を考える日を開催

中・高の跡地に新グラウンドが完成し、2020年1月より使用が開

「しゃべり場」
とは様々な職業経験を持つ卒業生と学生がテー

始されています。耐久性に優れ、脚への負担が軽減される最新の

ブルを囲み、
お茶を飲みながら気軽に語り合い、将来を考えるきっ

人工芝を採用した多目的グラウンドに加え、公式戦仕様のテニス

かけになればという思いで開催されたつどいです。2月11日
（火・

コート3面、100メートルを全力疾走できる長さを確保した3レーン

祝）
に開催された
「しゃべり場」
には卒業生20名、学生16名が集ま

の陸上走路を設置。
ほかにもフットサルゴール・ラグビーゴール・

り、終了後には学生達から
「次の開催はいつ？」
との声も上がり、
と

サッカー用コーナーフラッグ・ラグビー用コーナーフラッグなどを

ても実りあるつどいとなりました。次回は6月14日
（日）午後に開催

新調しています。

予定です。
ぜひご参加ください。

［理事長・学長室］

第10回 山桜会ハイキング開催

第5回 校友会ゴルフコンペ開催

記念すべき第10回目のハイキング
校友会会員もぜひご参加ください

これまで校友会からのお知らせは会報誌やメールが

に向かい、眼下に広がる京都の市街地を見ながら南に縦

中心でしたが、卒業してすぐに引っ越された方やメール

走。
最終目的地は伏見稲荷の約10kmの道のりです。
ぜひ

を利用しない世代にもご覧いただける方法として、公式

ご参加の上、
初夏のハイキングをお楽しみください。

［ 場 所 ］ 京都トレイル東山コース
（地下鉄東西線蹴上駅 改札前集合）

［ 会 費 ］ 無料（打ち上げ参加者は別途実費）
［連絡先］ 山桜会事務局（06-6940-3481）

［ 日 時 ］ 2020年6月13日（土）
7:30受付開始

8:30スタート

［ 場 所 ］ 能勢カントリー倶楽部
（兵庫県川西市東畦野字長尾1-3）
［ 会 費 ］ 3,000円（参加費）13,000円（プレー費）
［連絡先］ 校友会事務局（06-6943-8400）

※お申し込み方法など詳細については後日、山桜会 HP や校友会 LINE
公式アカウントでご案内いたします。
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校友会 公式LINE開設！
幅広い世代が集う校友会のために
ぜひ公式LINEにご登録を！

今回は京都トレイル東山コースを蹴上駅から将軍塚

［ 日 時 ］ 2020年5月10日（日）

［林元 光広（21期生 文心）
］

※お申し込み方法など詳細については後日、校友会 HP や校友会 LINE
公式アカウントでご案内いたします。

LINEを開設することになりました。
これにより、校友会の

地域創造学部の葉山ゼミでは
「地域情報の発信」
をテーマに卒
業研究に取り組んでいます。2019年度より大学校友会との連携の
もと、卒業生の地域での活動にフォーカスを当てた取材を行い発
信する活動を開始しました。卒業後に地元や新天地で活躍される
姿を皆さまに知ってもらえる機会となれば幸いです。
また、
この情
報発信を機に大学校友会の輪が広まり様々なつながりが生まれ
ればと思います。

［葉山ゼミ一同］

学生が取材した卒業生のお店はP15をご覧ください！

卒業アルバム販売
2019 年３月卒業生から従来の卒業アルバム冊子に

代わりDVDを贈呈し、
同時に閲覧サイトを開設しデジタ
ル化を進めております。
しかしながら従来の冊子を希望
する声も多く、
この度希望者への販売を検討することに
なりました。
申し込み人数が各年卒版それぞれ100名を
超えた場合のみ販売いたしますので、
ご希望の方は下
記URLまたはバーコードからお申し込みください。

集まりがどの年代の卒業生にとっても身近になり、懐か

［対象冊子］ ２０１９年卒版／2020年卒版

しい顔に出会える場をますます広げていくことを目指し

［ サ イ ズ ］ A4判（約140ページ）

ています。
ぜひ多くの方々にご登録いただきますよう、
お

［販売価格］ 10,000円（税込・送料込）

願い申し上げます。

［送付時期］ 2020年6月頃予定
［申込締切］ 2020年4月20日
（月）

登録方法など詳しくは
裏表紙をご覧ください！

［申込URL］ https://otemon.org/questionnaire202003/
※販売しない場合は校友会事務局から、販売を実施する場合は株式
会社エムクリエーションからそれぞれご案内いたします。
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OB・OG会報告
1

様々なOB・OG会において、創部の周年記念や還暦などの節目を祝うつどいが開催されています。
世代を超えてつながり、活動を続ける各会の盛り上がりは、校友会に元気をもたらしてくれるものです。
これからも各OB・OG会活動が、次世代を巻き込みながら、
ますます盛んになることを期待しています。

アメリカ民謡研究部「ライブコンサート」

アメリカ民謡研究部OBOG会会長
早川 勝彦［（8期生 経経）］

音楽を通して、母校に貢献できるOB・OG会を目指しています

我がアメリカ民謡研究部は、3 年前に
創部50周年を迎えました。OB・OG会も正
式に発足し、以来、毎年活発に活動して
おります。

校に貢献できるようOB 会として微力なが
ら努力していきたいと思います。
また、2019 年 10月13日（日）に大阪市

3

マスコミ研究会 創部50周年同窓会

マスコミ研究会OB・OG会会長
西川 利治［（18期生 文東）］

現役学生も交えて大盛会。今後も広い世代で交流を深めていきます

（月）
にエスタディオ梅
2020 年 1月18日

気楽に広い世代が一同に会する機会をつ

田店にて、追手門学院大学マスコミ研究

くりたいと考えておりました。
そこで創部50

今後、
マスコミ研究会のOB・OGが今回

会50周年同窓会を開催いたしました。

周年の節目を見据え、約 1 年前からOB・

の50周年同窓会のように、気楽に参加で

たことを喜んでおります。

北区西天満のソープオペラクラシックス

4期のOBから現役学生まで約40名が参

OG会の幹事一同が相当回数の打ち合わ

きる機会を提供できるよう、
いい企画がで

梅田で、第 2回アメリカ民謡研究部 OBラ

加し、
楽しく盛り上がることができました。
会

せを経て臨んだ同窓会。思いを達成でき

きればと思っております。

オープンキャンパス出演、10月にはOBバ

イブを開催致しました。約40名が参加し、

場であるエスタディオ梅田店は元々がス

ンドの出演によるライブコンサートの開

現在活躍中のOB6バンドと、皆で唄う懐

ポーツ
（サッカー）
バーの要素もあることか

催、11月は学園祭におけるホームカミン

かしいアメリカンフォークやシングアウト

ら、
映像設備が備わっており、
マスコミ研究

グ・デーへの出演や、
その他校友会行事

で大変盛り上がり、楽しいライブになりま

会らしく現役学生の作品をモニターに投影

へも積極的に参加させていただいており

した。

しながら、
ライブ感覚で楽しめたことも盛り

主な行事としては年始に新年会、9月に

上がったことの一因であったと思います。

ます。
あるOBバンドは民間老人ホームか

創部 50周年の第 1 回ライブ以来、
これ

ら出演依頼をいただき、
クリスマスには慰

からもできる限り毎年開催できるようOB

問活動にも参加。今後も音楽を通して各

会一同努力して参りたいと思いますので、

ムカミング・デーにあわせて、
毎年1回総会

自が楽しみながら、いろいろな分野で母

よろしくお願い申し上げます。

と懇親会を開催していたのですが、
もっと

2

従来、
マスコミ研究会OB・OG会はホー

心理学科第13期生 還暦記念同窓会

片山 恵美子［（13期生 文心）］

恩師を迎えて、3時間にわたり楽しいひとときを過ごしました

（土）ガーデンシティ
2019 年 12月14日

を回したスピーチでは、還暦を迎え、同年

クラブ大阪にて開催。恩師である藤本忠

代だからこそわかりあえるコメントが多数

最後になりましたが、今回の開催にあた

明先生と同窓生45名が集いました。

ありました。盛会のうちに予定の3 時間は

り、
ご協力いただきました校友会事務局の

あっという間に過ぎ、名残惜しさを残しつ

皆さまには心より御礼申し上げます。

受付をすませた時点では、顔だけで名

つ、会はお開きとなりました。

4

陸上競技部 OB会「追陸会」

明るく、楽しく「追陸会」。会員の親睦と学生への支援を進めていきます

3年前に創部50周年を迎えた陸上競技

ことを探り提供していきます。現役学生の

部は、
それを機にOB会組織「追陸会」
を発

皆さまのこの2年間の活躍は、
その実績と

足しました。

共に躍動感があり、
自然と我々の応援にも

主な目的は、会員相互の親睦を深める

熱が入ります。

前がわかったり、名札と顔を見比べて納

ことと、現役陸上競技部への支援です。現

得したり、反対に名札と顔が一致しなかっ

在、500名程のOBがいますが、会員は近畿

ある時にあの頃の仲間に会うことが出来

たり。
いろいろな反応がありましたが、
「懐

圏と一部の圏外の方々です。年1回の総会

る場所作り」
これが本位田名誉会長（2期

かしい！」
「 元気だった？」
から会話が始ま

は、毎年 5月に開催し、
そのほか適時に懇

生 経経）から受け継ぐ、OB 会運営の礎

り、瞬く間に話の輪が広がりました。

親を図るとともに、諸事情で参加できない

です。

会は乾杯に始まり、幹事の一人が皆に
声をかけて集めた学生時代の写真のスラ

会員に対しての配慮も怠らぬよう、活動状
況をホームページで紹介しています。

「大学を卒業し、其々異なる道に進み、
（火）OB会より新調した部旗・横断幕を贈呈
2月18日

急ぐことなく、明るく、楽しく感謝される
組織であり続けるために、今後もより一層

イドショー・集合写真撮影・食事を楽しみ

現役学生の皆さまへの支援につきまし

努めて参りますので、会員の皆さまのお力

ながらの歓談の後、恩師にご挨拶と近況

ては、学園祭参加時に、現役幹部との対

添えのほど、何卒よろしくお願い申し上げ

報告をしていただきました。全員にマイク

話を通じて、次の支援として我々ができる

ます。
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追陸会会長
西川 洋［（6期生 経経）］

（土）設立総会
2017年4月15日
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支部だより

追手門学院大学［ 事務局（校友課）］
06-6943-8400
06-6943-8401
koyuka@otemon.ac.jp

各支部での活動をご報告します。今回は中国出身者による

校友会HPをご覧ください。https://otemon.org/

現況を反映した動きもみられました。

2019年9月7日（土）、愛知県春日井市の
老舗和食料理店「水徳」にて開催

滋賀支部創設5周年記念として開催
現役学生も参加

（土）
に支部創設5周年に
2019年10月19日

各支部の総会・つどいの詳細につきましては、

上海同窓会も開催され、留学生受け入れを進めてきた追大の

東海支部

滋賀支部

東京支部

あたる記念事業として開催。大学留学生の

第2部は草津に移動して、現役の学生さんも

皆さんがバス2台で滋賀県にお越しいただい

参加していただき、総会及び懇親会を開催。

たことから便乗させていただき、近江商人発

皆さま和気あいあいのなか楽しく過ごされま

祥の地ということで、八幡掘りの散策やラ・コ

した。

金メダリストの岩崎恭子さんを迎え、
上田滋夢教授と楽しい対談で盛り上がる

髙井支部長が療養中の為、三重県での開

ら支部支援委員会美濃岡委員長（7期生 経

（土）
、
イタリアンレストラン
2019年11月17日

対談いただき、楽しい時間を過ごしました。東

催を変更しました。
「水徳」
はアメリカ民謡研

営）、私（1名帯同）、校友課2名が参集しまし

「タントタント渋谷」
で東京支部のつどいを開

京支部は若年層の参加が年々増加するとと

究部のOG水野恵子さん
（9期生 文英）
のご

た。初参加の方も大学の現況など聞き、懐か

催。岩崎恭子さんをゲストに迎え、社会学部

もに、東京山桜会との連携も深めております。

家族が経営されている、明治時代創業の老

しんでおられ、会話も弾む楽しいつどいとなり

の上田滋夢教授と
「金メダリストの立場から

今後も活発な活動を続けて参ります。

舗店です。
当日は東海支部から7 名、大阪か

ました。

オリンピックをどう楽しむか」
というテーマで

中国支部

［永井 秀明
（5期生 経営）］

ました。中国支部鳥取を築きたいものです。

過去最高となる総勢66名の
出席者により盛大に開催

第 4回目を迎える総会に続き、会場となっ

ました。来年は大先輩である宮本輝氏ゆかり

今後もこういった各県での会を作っていけ

た中国料理「天安閣」の経営者である鮑 悦

の地である伊丹での開催を検討しており、支

山で開くことが多くなりますが、昨年は鳥取

ればと思っております。

初氏（ 8 期生 経営）
による講演会を開催。
そ

部会員がたくさん集える楽しい企画で盛り上

の後の懇親会では県人会の現役学生紹介

げたいと思っています。

に集まれる会を作ろうという話で盛り上がり

得て、盛大に開催することができました。祝

した。7月開催の「宮川町・ビアガーデン」に

賀会では、多くの方々からの祝辞をいただく

引き続き、2019年9月21日
（土）
には
「京都支

とともに、参加者の皆さまと楽しい一時を共

部結成 10 周年祝賀会兼総会」をホテル京

有することができました。

阪京都グランデにて行い、68 名の参加者を

CHINA支部

上海に集まり、
「上海同窓会」
を開催。
現在中国出身の若手校友はITの活用によ
り、
日本国内外を問わず、世代を超えてつな
がり
「グローバルネットワーク」
を築いていま

引き続き、四国支部のつどいへの
参加者を増やしていきたい

［官浪 伸次
（9期生 経経）］

中国出身校友らが中国全土から集った「上海同窓会」

中国出身の校友等 20 名が中国全土から

［岡 正樹（6期生 経営）］

四国支部

や抽選会などを通じ会員同士の親交を深め

［筒井 弘祐（6期生 経営）］

今年度は、京都支部結成10周年を迎えた年でした！

京都支部は今年度、結成10周年を迎えま

す。今後、外国人留学生が帰国、
もしくは他
国で働く場合などに、大学として
「つながり」
を維持する仕組みを構築する必要性を痛感
しました。
［安藤 章二（国際交流教育課）］

校友会初の海外支部 CHINA支部の開設を祝う
今回の上海同窓会で教え子たちと再会

してくれました。卒業生や教え子たちの活

（月・祝）善通寺市観光
2019 年 10月14日

会。校友との親睦を図りました。昨年度から

できました。世界的なIT 企業ファーウェイ・

躍ぶりを大変嬉しく思いつつ、彼らの母校

交流センターにて総勢 15 名で開催。総会

高知・徳島・愛媛で県単位でのつどいを開

ジャパンのシニアマネジャーとして活躍し

愛・帰属意識、そして恩師への尊敬の意を

後、心理学部の駿地眞由美准教授から
「他

催しており、他県からも多数の参加がござい

ている于洋君（ 39 期生 営国）は、上海出張

強く感じた機会でした。

者との関係性の中で育まれる心」
というテー

ました。

中に偶然会のことを知り、飛び入りで参加

マでご講演いただき、和食「菜を里」で懇親
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◀バルセロナオリンピック競泳女子200m
平泳ぎ金メダリストの岩崎恭子さん

ながりが難しい地域です。私が在住する岡
からもご参加いただき、今度鳥取でも気軽

京都支部

［近藤 眞弘
（9期生 経営）］

［木村 力造（9期生 文社）
］

兵庫支部

今後は各県での会を開いていきたい

5つの県にまたがる本支部は、大変広くつ

リーナ
（たねや・クラブハリエ）
を訪ねました。

［徐 治文（経営学部教授）］

［中川 純（21期生 文社）］
校友会会報│第91号│ 13

校 友 会 会 報 │ 支 部 だより

校友会会報│卒業生のお店紹介

校友会員は誰でもどこでも参加OK!

何度行っても新しい発見

鉄平

これから開催するイベント

大阪メトロ谷町線天満橋駅から徒歩

▌三宅 鉄平(33期生 文英)

5 分にあるフグ料理がメインの割烹。暖

簾をくぐると、落ち着いた和の雰囲気あ

沖縄
支部

沖縄支部の
つどい

奈良
支部

2020年 5月9日（土）

日時

受付時間 19：00

開会 19：30

会費

ダイワロイネットホテル
国際通り 1階（総会）
（懇親会）
島唄と地料理「とぅばらーま」

場所

受付時間 14：30

和歌山支部の
つどい

和歌山
支部

2020年 6月20日（土）

日時

5,000円（男性）
4,000円（女性）

奈良支部の
つどい

日時

開会 15：00

ふれる空間が広がります。
カウンター席・
テーブル席・お座敷と多様なお客さまに
大阪府大阪市中央区石町2-1-7
天満橋グリーンコーポラス
06 - 6942-1641

2020年 7月18日（土）
受付時間 13：45

開会 14：15

会費

4,500円（男性）
3,500円（女性・平成生まれ）

会費

5,000円

場所

奈良県文化会館 多目的室（総会）
飛天（懇親会）

場所

Getwell 日本塾 2階（総会）
がんこ屋敷 和歌山六三園（懇親会）

鉄板とフレンチの新しい発想

日時

九州支部の
つどい

四国
支部

2020年 6月6日（土）

四国支部の
つどい

2020年 9月12日（土）

日時

受付時間 10：30

開会 11：00

日時

2020年 7月11日（土）

場所

ホテル 金沢

開会 13：00

会費

3,000円

支部長 河越 邦夫（7期生 経営）
山本 茂（7期生 経営）／千田 繁（11期生 経営）／宮川 加寿枝
（15期生 文心）／濱塚 富美子（13期生 文英）

日時

2020年 8月29日（土）

場所

阿波観光ホテル（予定）

受付時間 16：30

発起人

い新メニュー開発に力を入れられている
ところも魅力的です。
［取材・執筆：清水 翼さん
（地域創造学科 3年）
］

▌春住 隆司(16期生 文英)

かれたラムチョップ。
また、
エゾジカや甘
大阪府大阪市北区曽根崎
新地1-9-14 1F
06-6347-8008
営

（L.O.翌2：00）
17：00〜翌3：00

休

日曜日･祝日

鯛などの日本の食材をフレンチ風に調理
したこだわりの料理もあるなど、様々な
文化を感じられるお店です。
［取材・執筆：池上 悠太さん
（地域創造学科 3年）］

2020年6月14日
（日）

場所

開会 17：00

会費

それぞれの魅力に迫ります。
葉山ゼミの取り組みについてはP9をご覧ください！

どなたでも
参加 OK !!

入退場
自由 !!

Sereno di primavera

セレーノ ディプリマヴェーラ
▌根木 康晴(42期生 営営)
▌根木 春菜(42期生 営営)

domaine tetta

ドメーヌ・テッタ

総持寺キャンパス

11 :00］

オリンピックイヤースペシャル対談［1 1 : 1 5 1 2 : 1 5］
巽 樹理准教授 馬込 卓弥准教授 スペシャルゲスト
02

社会学部 社会学科 准教授／ 2021 関西
ワールドマスターズゲームズ組織委員会ス
ペシャルアドバイザー／追手門学院大学 ス
ポーツ研究センター 副センター長

味も接客も申し分ない卒業生のお店。

5,000円

▌高橋 竜太(30期生 営営)

巽 樹理 准教授

Alumni Shops & Foods

今回は葉山ゼミの学生たちが各店を訪れて取材。

※時間・内容については予定です。
変更になる場合もございます。

校友大会 ［10 :15

OPEN

同窓会気分で通いたい!

H O M E C O M I N G D AY

との絆を深め、
同窓生相互の発展と連帯強化につなげようとするものです。

01

開会 16：00

鮨よし

誤されていて、何度行っても飽きさせな

年間ニュージーランドで修行して腕を磨

支部長 美馬 包治（11期生 経経）
岡山 勝一（17期生 経経）／三浦 正毅（18期生 経営）／白川 孝枝
（25期生 文ア）／藤井 康子（17期生 経経）／佐野 一英（15期生
経経）／市橋 栄治（8期生 経経）／美馬 タエコ（13期生 文心）

ホームカミング・デーとは、卒業生・学生・恩師、
そして追手門学院大学に関わりのある方

イベント内容

受付時間 15：30

▌徳島支部設立総会

ホームカミング・デー
日時

2020年 9月19日（土）

新しい支部での初めてのつどいです。詳細は後日案内しますので、
ぜひご参加ください。

▌石川支部設立総会

発起人

日時

れるお店。
お勧めのメニューは店主が6

日曜日･祝日

かった」
と思ってもらうため毎日試行錯

校友会に新たに2つの支部が設立されました！

NEW BRANCH

受付時間 12：30

京都支部の
つどい

京都
支部

休

店主こだわりの調理法、
そして、お店の
空間を大事にしているホスピタリティ溢

（L.O 21：30）
17：00〜22：00
※お昼は持ち帰りのみ販売

「人の為に」
をモットーに、旬の食材や

国際交流バスツアーと同時開催

九州
支部

営

対応されています。お客さまに「おいし

［プロフィール］
シン
00 年シドニー・04 年アテネ五輪、
クロナイズドスイミング（現アーティス
ティックスイミング）
チームで2大会連
続の銀メダルに輝く

「しゃべり場」については
P9をご覧ください！

03

懇親会 ［12 : 30

04

しゃべり場inHCD ［14 : 1 5

05

同窓会 ［14 : 15

馬込 卓弥 准教授
社会学部 社会学科 准教授／大阪大学大
学院 医学系研究科 健康スポーツ科学（ス
ポーツ医学）講座 招聘准教授／追手門学
院大学 スポーツ研究センター 研究員

14 : 00］

1 5 : 45］

1 5 : 45］

［プロフィール］
スポーツ庁委託事業 スポーツ研究イ
ノベーション拠点形成プロジェクト
(SRIP)に従事し、
「パフォーマンス解析」
のリーダーとしてアスリートを支援

ワイナリーで至福のひと時を…

本場の料理を味わえる

岡山県新見駅から車で約30分のとこ

本学卒業生の“ご夫婦”で経営されて

ろにあるdomaine tetta winery。
ワイナ

いる本格的イタリア料理店！ 内装にも

リーに到着するとオシャレな建物に思わ

こだわられていて、イタリアを感じさせ

ず立ち止まってしまいます。直方体のコ

る店内はお二人で飾り付けをされてい

ンクリートの建物が非常に印象的。
ぶど
岡山県新見市哲多町
矢戸3136
0867-96-3658

うの栽培から醸造・熟成・瓶詰まですべ

営［平日］
11：00〜16：00

リーでしか買えない本数限定のワインも

［土・日・祝］
11：00〜17：00
休 月曜日・火曜日
※祝日は営業

て自社で行われていています。ワイナ

るそうです。料理では8 種類のパスタが
岡山県岡山市東区西大寺
中2-8-12 1F
営

［取材・執筆：越智 謙悠さん
（地域創造学科 3年）］

086-942-2602

えます。
そのほかにも、様々なイタリア料

（L.O.14：00）
11：30〜15：00

理が味わえますし、食後のジェラートは

（L.O.21：00）
18：00〜22：00

あるので、
ぜひ足を運んでください。
休

お店にあり、
パスタの魅力を存分に味わ

※20：30までに入店ください
月曜日(月1回不定休)

格別です。
［取材・執筆：青山 修也さん
（地域創造学科 3年）
］

※イベント詳細については後日、
校友会HPや校友会LINE公式アカウントでご案内いたします。
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