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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

NEW
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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3年（2021年）2月1日
追手門学院大学 校友会
会長 藤尾 政弘

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

あなたもお友達も
QUOカードPayが
もらえる！

卒業⽣お友達紹介キャンペーン
3

校友会 LINE 公式アカウ
ントを友だち追加＆プロ
フィール登録。

メッセージに記載されて
いるURLから応募ページ
に移動し、紹介文面をご
確認の上、追手門学院
大学卒業生の友だちを
選択して送信。

お友達があなたがシェア
したリンクからLINE公式
アカウントを友だち追加
しプロフィール登録する
と応募完了です。

※キャンペーンへのご参加
にはプロフィール登録が
必要です。

注意事項

2

応募期間

応募方法

1

！
む！
近況求

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！

2021年3月1日（月）8:00〜
2021年3月31日（水）23:59

QUOカードPayの進呈は先着100名で終了となります。
※左記応募方法以外の方法でご紹介いただいた方はQUOカードPay 進呈の対象と
なりません。※追手門学院大学の卒業生、在学生、卒業生在学生の保護者さまに応
募資格がございます。※QUOカードPayの進呈をもって発表にかえさせていただきま
す。※QUOカードPayの進呈は4月頃にLINEメッセージで送信します。※先着枠の残
り状況、友だちの登録状況に関するお問い合わせにはお答えできません。

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。

QUOカード
Pay500円分を
先着100名様に
プレゼント！

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

編集後記
コロナウイルスによる影響は
大丈夫だったでしょうか。校友
会を支えてきた皆さまの思いが
この広報誌に記されています。
結成 50周年を迎えた今年、過
去と現在をテーマに大学の変
化を追った特集記事を掲載し
ました。お楽しみいただけたら
幸いです。
［山口 陽子
（12期生 経経）］

次号の『校友会会報94号』
は、2021年9月頃発刊予定です

校友会結成50周年記念式典・祝賀会告知

校友会の歴史を振り返る
「校友会50年のあゆみ」
校友会・追手門学院大学 NEWS&TOPICS
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 ： ogu.koyukai@otemon.ac.jp

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

結成50周年記念式典・祝賀会

1966 -1970

校友会は、
（日）
に結成し、
1971年(昭和46年)5月30日

（日）
に結成50周年を迎え、半世紀を歩んできた同窓会組織です。
2021年(令和3年)5月30日

開催場所

開催日時

［時間］12：00〜15：00

第1部

1966年

第1期生入学式挙行
大学祭開催
第1回将軍山祭開催

1964年

追手門学院創立 80周年記念式典・大学開学祝賀会

1967年

者・教職員臨席

1969年

1967年
1968年

学友会発足

に高松宮殿下・妃殿下が大学に御台臨 学生・保護
1970年

皆さまご家族の方もお誘い合わせの上、
ぜひご参加ください。

5月30日（日）

学院・大学の動き

（昭和41年〜昭和45年）

改めまして再認識をしていただく絶好の機会と捉えていますので、
50年を振り返り、

2021年

校友会（将軍山会）と学生の動き

第1期生卒業式挙行、
謝恩会

1966年

1968年
1970年

天野利武先生 学院長に就任
追手門学院大学創立
天野利武先生 学長に就任
大学章制定

第1回海外セミナー実施

明徳塾竣工、
体育館兼講堂竣工

研究棟竣工
日印学生交換制度開始

リーガロイヤルホテル（大阪）
「光琳の間」
会費3,000円
（ご家族1,000円）
※円卓での座席指定（完全予約制）※小学生以下無料

記念式典

第2部

［時間］12：00〜12：45

［司会］
（17期生 経経）フリーアナウンサー
山口 富士夫氏
濱田 英里氏
（46期生 心心）女優

※写真は2016 年に同会場で行われた大学
創立50周年記念祝賀会の様子です

祝賀会
［時間］13：00〜15：00

［ ご出席予定者 ］
（7期生 経営）タレント・シンガーソングライター
円 広志氏
ヤナギブソン氏
（29期生 文社）タレント

初代学長

天野利武先生

▶︎校友会HPから

記 念 式 典・祝 賀 会
お申し込み方法

以下URL、
またはバーコードからお申し込みフォームにアクセスし、
お申し込みください。
お申し込みフォーム

https://otemon.org/50th-celebration/

▶︎FAXから
同封されているお申し込み用紙に必要事項をご記入の上、以下までFAXでお送りください。
FAX番号

06-6943-8401

▶︎はがきから
同封のお申し込み用紙の裏面をご参照の上、必要事項をご記入いただき以下までご郵送ください。
宛先

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20 追手門学院大学 校友会事務局
2021年3月31日（水）まで

お申し込み期限

※当日消印有効

※新型コロナウイルスの状況によっては、
中止となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。なお、
中止が決定された際は、
ホームページやLINEメッセージにてお知らせします。

■ その他の50周年記念事業のご報告

初代学長天野利武先生の
墓参会を開催

校友会50年志に向け
歴代会長対談を実施

藤尾会長と真銅学長の
対談を日本経済新聞に掲載

（日）、追手門学院大学の礎を
12月13日

（日）
に歴代会長の皆さんと将
11月1日

（土）
に行った藤尾会長と真銅
9月26日

築かれた初代学長天野利武先生の没 40

軍山会館にて対談を行いました。
この対

学長の対談が3月17日
（水）
日本経済新聞

回忌墓参会を勝尾寺の墓所にて行いまし

談は
『 50 年志』
に掲載し、式典・祝賀会に

の朝刊に掲載されます。
ぜひお読みくださ

た。大学からも教職員を始め名誉教授に

て配布を予定していますので、皆さま奮っ

い。
また、卒業生の名刺広告掲載も併せて

もお参りいただきました。

てご参加ください。

行います。
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校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

1971-1975
（昭和46年〜昭和50年）

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

1971年

山桜会大学部会として同窓会「将軍山会」発足

1971年

1974年

ハワイツアーを主催

1975年

1973年
1975年

機関紙「将軍山会報」創刊号発刊
総会・親睦会開催

1973年

3号館竣工
第1回大学院入学式挙行
第1回大学院学位記授与式挙行

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

1976 -1980
（昭和51年〜昭和55年）

校友会（将軍山会）と学生の動き
1976年

日本文化研修道場
（松賴庵）
建設に伴い助成

1976年

1977年

将軍山会旗決定
開学10周年記念祝賀総会

1977年

(大ホールのロビー壁画は図案を美術部が作成）

1980年

1978年
1980年

4
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学院・大学の動き

大学開学10周年記念 会員名簿の発行
（第1号）

学生会館竣工に伴い
「デジタル時計」
を寄贈

追手門学院創立90周年記念将軍山総会、200名余参集
大学初代学長 天野利武先生逝去

1978年

大学創立 10 周年記念式典・祝賀
会
大学 P TA から教育後援会に名称
変更

学院創立90周年記念式典
天野利武先生学院葬

校友会会報│第93号│
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校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

1981-1985
（昭和56年〜昭和60年）

6
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校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

1981年

将軍山会結成10周年記念総会
追手門学院大学同窓会将軍山会を追手門学院大学

1982年

天野利武先生の肖像画を大学へ寄贈する（学長室
に、現在は将軍山会に展示）

1985年

1982年
1984年
1985年

校友会将軍山会に名称変更

校友会将軍山会となる

追手門学院大学校友会将軍山会を追手門学院大学
校友会とし、将軍山会を愛称とする

1983年

第2学生食堂竣工
外国人特別学生、
入試実施
4号館竣工式

全学生、学生教育研究災害傷害
保険に加入

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

校友会（将軍山会）と学生の動き
1986年

1986 -1990
（昭和61年〜平成2年）

1989年
1990年

学院・大学の動き

創立20周年記念祝賀会を開催し、
「会員名簿発行（第

1986年

念シンボルマークの策定」
等の記念事業を行う
大学創立20周年記念祝賀会を開催

1988年

」
「初代学長天野先生顕彰の碑建立」
「20周年記
1号）

校友会が学友会と大学執行部で懇親会開催

日本拳法部 全日本学生拳法選手権大会で優勝
上海師範大学校友会に交流視察

1987年

1989年
1990年

大学創立20周年記念式典

学友会センター
（クラブ棟）
竣工式
第1回海外語学研修
学院創立100周年記念式典
大学広報誌
『藍風』
創刊

日印学生交換制度 20周年記念事
業、日豪学生交換制度 10 周年記
念事業開始

校友会会報│第93号│
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校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

1991-1995
（平成3年〜平成7年）

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

1991年

開学25周年記念講演会主催。竹村健一先生講演 テ
ーマ
「新しい世界と日本」

1991年

1993年

中国四国支部発足
九州沖縄支部発足

創刊
1 9 9 4 年 『研究者総覧』

1994年
1995年

東京支部が発足

阪神大震災見舞いの校友会会報号外発行

被災者再起復興支援義援金募金活動開始

ホームカミング・デーを大学と共催開催

8
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大学創立25周年記念祝賀会
第1回ホームカミング・デー
1 9 9 3 年 『学報』
100号発行
1995年

経営学部・人間学部設置

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

1996年

1996年

1996 -2000
（平成8年〜平成12年）

阪神大震災復興支援義援金の使途決定、半額を会員
被災者、半額を毎日新聞社大阪社会事業団（阪神大
震災こども義援金）
へ寄付

大学創立30周年記念式典
高度 ICT 設備導入、全学生にコン

「被災者孤児遺子支援義援金」
募金活動継続決定

ピュータアカウント、
メールアドレ

東海支部発足

1999年
2000年

大学創立30周年記念総会および懇親会開催

大学の留学生新人歓迎会をバスツアーとして開催
新食堂竣工に伴い世界時計を寄贈設置

5号館竣工
明徳塾廃塾

1999年

スを付与
広報誌
『OTEMON PRESS』
創刊準
備号発刊

校友会会報│第93号│
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校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

2001-2005
（平成13年〜平成17年）

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

2004年

2001年

体育館のリニューアルに伴い緞帳と防球ネットを寄贈

したことにより、学長より感謝状授与、天神祭追手門
学院奉拝船に助成
理事会にて
「校友会館の建設」
「校友会を有限中間法

人として公式登録」
「ホームページの開設」
の3項目が
承認

の発表に伴い、協賛金募
2 0 0 5 年 「宮本輝ミュージアム構想」
金活動開始

10 │校友会会報│第93号

2003年
2004年

2005年

大学開学35周年記念式典
セメスター制導入
R＆I社格付け
「A」
を取得

茨木市、茨木商工会議所と産・官・
学連携基本協定書締

地域支援心理研究センター竣工
図書館改修開館記念、宮本輝ミュ
ージアム開設記念セレモニー挙行

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

2006 -2010
（平成18年〜平成22年）

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

2006年

2006年

新入生に宮本輝氏著書
「青が散る」
文庫本を進呈
「宮本輝ミュージアム開設1周年記念
創立40周年記念

イベント」開催
2008年

心理学部・社会学部の支援同窓会設立
卒業記念品（入会記念）
として
「卒業アルバム」
を贈呈

2010年

京都支部設立

校友会館(将軍山会館）
竣工

中四国支部が中国支部と四国支部に分離

2007年
2008年
2009年

学院創立120周年・大学創立40周
年記念講演会
学院創立120周年・校友会山桜会

90周年記念コンサート開催
大学創立40周年記念式典

大阪城スクエア竣工式挙行
学院創立120周年記念式典
新1号館竣工

校友会会報│第93号│ 11

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

2011-2015
（平成23年〜平成27年）

12 │校友会会報│第93号

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

2012年

還暦同窓会開催

2011年

大生県人会の集い」開催

2012年

体育・文化ＯＢOG連合会発足

2014年

2014年

地方出身者学生を支援することを目的に、第一回「追

発行
2 0 1 5 年 「校友会ハンドブック」

沖縄支部・和歌山支部･滋賀支部設立

公認会計士・税理士の会
「追大会計人会」
設立発起会
「LinkA
（リンカ）」創刊0号を発行

2013年
2015年

校友会50年のあゆみ
KOYUK AI 50 years of progress

自校教育テキスト
『追手門の歩み
─世紀をこえて─』
発行
大学広報誌『BRIDGE』創刊

追手門学院大学出版会設立

トレーニングセンター竣工
地域創造学部設置

伊丹市教育委員会と連携協定締結
和歌山県田辺市と連携協定締結

2016 -2020
（平成28年〜令和2年）

校友会（将軍山会）と学生の動き

学院・大学の動き

2016年

発行
2 0 1 6 年 『追手門学院大学五十年志』

2017年
2018年
2019年

初代学長天野利武先生墓参会を実施
大学創立50周年記念祝賀会を大学と共催で開催

兵庫支部・奈良支部設立

2018年

新キャンパスにてホームカミングデーを開催、
「 宮本

2020年

「将軍山奨学金」
第一期生授賞式
在校生を校友会の学生会員化にする

輝氏（1期生）
と真銅副学長の対談」
を開催

2019年

大学創立50周年記念式典
学院創立130周年記念式典
新キャンパス（茨木総持寺キャン

パス）
開設

追手門学院創立130年志発行

徳島支部・石川支部・CHINA支部設立
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「大学ランキング2021」

校友会結成50周年のキャッチフレーズが決定！
『Making the Future Next 100−つなが
る ひろがる もりあがる−』

とつながり、
ひろがり、
そしてもりあがれるよ
うな記念事業を展開していきます。

でランクイン
「大学ラン
2020年度のAERA進学MOOK

校友会50年の伝統を引き継ぎ、母校と

キング2021 」
（朝日新聞出版）
が発行され

校友会の次の100年へとつないでいく̶

ており、
追手門学院大学の躍進が伝えられ

そんな“想い”が詰まったキャッチフレーズ

ています。同誌は国内784校を対象にする

です。
校友会ではコロナに負けず、
2021年5

という徹底ぶりで、
その中でも追大は複数

月30日の50周年記念式典・祝賀会の開催

の項目で高い評価を受けています。書店に

をめざします。
5万5千人を超える卒業生の

てぜひお手にとってご覧ください。
また、
イ

想いが詰まった場が“校友会”です。皆さん

祝!! 春学期学位授与式

オンラインホームカミング・デー開催

参加者の間隔を
2020年9月25日に実施。

2020年11月1日開催のホームカミング・

十分に置くと同時に、保護者の方々は別室

デーはオンラインにて実施しました。
本来な

でライブ中継を視聴する形をとるなど、感

ら、校友会結成50周年の機運を高める為

染防止対策を施しての挙行となりました。6

の集まりとして位置づけて企画をしていま

学部から45 名、大学院から4 名が卒業し、

したが、新型コロナウイルス拡大の状況を

真銅正宏学長から卒業生総代に学位記が

みて映 像にてお届けしました。現 在も

手渡され、藤尾政弘校友会長からは代表

YouTubeにて当日の映像と、
同日にオンライ

の学生へ卒業記念品が手渡されました。

ンで開催された学園祭のダイジェスト動画
を公開していますので、
ぜひご覧ください。

ンターネットでの販売も行われています。

追手門学院大学HP内に特設サイト

オンライン忘年会を開催

「OTEMON VIEW」が開設！

なお、
当日は例年どおり役員で初代学長の
天野先生の胸像に献花をしました。
ホームカミング・デー
ONLINEの視聴はコチラ

第54回学園祭ダイジェスト
の視聴はコチラ

大学少林寺拳法部が準優勝

2020年の校友会忘年会は12月12日に

「ニュースの面白さは見方次第。追手門

持つことで、学院全体のさ

学院大学の教員らが世の中の出来事を専

らなる認知拡大をめざしま

オンラインにて開催いたしました。
コロナに

WEBサイト
はコチラ

よって校友会の行事や懇親会が中止にな

門的知見に基づいて読み解き、公開して

す。今後ロボット・プログラ

プログラミング教育の

り、役員同士顔を合わせる機会がほとんど

いく」
サイトで、教員らによるオリジナル記

ミングや探 究 学習関 連な

ありませんでしたが、
オンラインにて久々に

事と他メディアに掲載された関連記事で

ど、初等中等関係の記事も

研修会に追大生が参加

構成されています。学院独自のメディアを

更新予定です。

NEWS
TOPICS
&
校友会・追手門学院大学

Otemon Gakuin University &
Alumni Association News

追手門学院大学校友会

YouTube「追手門学院大学公式チャンネル:

によるコロナ対策支援

学校法人追手門学院」

門真市が市内の公立小学校教諭に実

顔を合わし大変有意義な時間でした。
久々の宴は夜の11時まで続きました。

施したプログラミング教育の研修会に、追
手門学院ロボット・プログラミング教育推
進室室長の福田哲也先生と、大学経営学

大学少林寺拳法部は、2020 年 11月に

部の学生が参加・協力しました。追大生が

日本武道館で行われた「全日本学生大

講師役、小学校の先生が児童役となる形

会」
に出場し、
いずれも経営学部 4 年の植

で、
コンピューターを活用したプログラミ

松弘貴さんと小林明史さんが男子三段以

ング教育の研修を実践的に行いました。

上組演武の部で準優勝しました。

追大生が見事7種目で
金メダル獲得

卒業アルバム販売

「第 96 回日本
2020 年 11月に行われた
選手権水泳競技大会アーティスティック

（冊子版）
を販売しております！ 在庫
2019年卒版・2020年卒版の卒業アルバム

スイミング競技」
に社会学部1年の川瀬由

に限りがあるため、
ご購入は在庫限りとなります。
ご希望者はお早めにお申し込み

華さんが所属のクラブチームから出場し4

ください。詳細は以下の
［申込URL］
よりお手続きをお願いいたします。

校友会は、勉学に励む学院生とそれを

公式ホームページでは紹介しきれな

授業や在宅ワークでパ

支える教職員に敬意を表し、追手門学院

い、追手門学院大学や学院に関連するさ

ソコン・スマホの利用時

にかかわるすべての人を応援するためマ

まざまな話題をYouTubeでお伝えしていま

間が長くなりがちな人の

種目で金メダルを、
同時開催の
「日本アー

スクケース
（マスク1枚付）
を寄贈。2020年

す。特に2020年は、新型コロナウイルスの

ためのストレッチ、自宅

ティスティックスイミングチャレンジカッ

藤尾政弘
7月31日に安威キャンパスにて、

影響によって自宅で過ごすことが多くなっ

での過ごし方なども紹介

プ2020」
でも3種目で金メダルを獲得しま

［ サ イ ズ ］ A4判（約140ページ）

会長からの寄付贈呈式が執り行われ、
そ

た学生を応援する動画のほか、
オンライン

しています。

した。

［販売価格］ 10,000円（税込・送料込）

動画の視聴
はコチラ

の後マスクケースは全園児・児童・生徒・
学生・教職員に配布されました。
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［送付時期］ 入金確認後随時発送

追手門学院大学校友会 YouTubeチャンネル開設
2020 年 8月7日、追手門学院大学校友

にマスクケース贈呈式」

会 YouTube 公式チャンネルを開設いたし

の様子でした。今後さま

ました。文章や写真だけでは伝わらない、

ざまな動画をアップして

動画ならではの臨場感をぜひお楽しみく

いきます。ぜひとも、
チャ

ださい。記念すべき第 1回の動画は
「校友

ンネル登録をよろしくお

会新型コロナ対策臨時基金支援金並び

願いします。

［対象冊子］ 2019年卒版／2020年卒版

［申込URL］ https://otemon.org/album2020/
動画の視聴
はコチラ

お問合せ

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
TEL：06-6943-8400
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