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OB講座「キャリアデザインと法学」／瑞宝章を受章／
OB・OG会合報告／利光大一名誉教授のご逝去
クラブ活動成績／同窓会活動インフォメーション／
同窓会ホームページ 
創立60周年記念式典・懇親会の案内

https://agu-houdousoukai.com

日  時　

場  所　

会  費

2022年6月25日（土）受付 16時から

名古屋東急ホテル

一人 10,000円（会員のみの参加となります）
（2020年～2022年3月までの卒業生は一人5,000円です）

お願い
総会・記念式典などについては、新型コロナウイルス
感染症拡大などの影響により変更または中止になる場合がございます。
このような場合は、法学部同窓会ホームページに掲示して、ご案内させていただきます。
ホームページにて、ご確認をお願いいたします。

愛知学院大学 法学部 同窓会事務局
〒462-8739　名古屋市北区名城３丁目１-１（名城公園キャンパス内）
TEL：052-911-1011（代） 内線：2303　FAX：052-911-1050
事務取扱時間 ： 月・火・木・金／９：30～16：30 （昼休み11：45～12：30）
水・土・日・祝日・大学の定める休業日はお休みです。（夏季・冬季休暇など事務休業日あり）
https://agu-houdousoukai.com　　mail : houdoso@dpc.agu.ac.jp

住所・氏名・電話番号・勤務先等の変更が
生じた場合には、ご連絡をお願いします。
変更手続きは、同窓会会報に同封されてい
る変更届用紙の送付で行うことができます。

会員の皆様へ

Vol.80法学部 同窓会 会報 2022.5.10

昭和36年(1961年)に法学部第1回卒業生を輩出してから、
令和3年(2021年)で60年が経ちました。
これを記念して定期総会に続いて、昨年中止となった
法学部同窓会創立60周年記念式典・懇親会を
今年6月に開催する予定です。
懐かしい友と語り合い、名古屋東急ホテルにて
ホテル自慢の料理をお楽しみください。
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※詳細は、2頁をご覧ください。

※出席ハガキを送付された方で、６月17日(金)以降にキャンセル
の連絡、または当日欠席の方は、キャンセル料100％をご請求
させて頂きます。
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令和4年度 定期総会・創立60周年記念式典・懇親会令和4年度 定期総会・創立60周年記念式典・懇親会

● 今年度はソーシャルディスタンスに配慮
し、ご本人のみの参加とさせて頂きます。

● 出席の方のみ同封の出席ハガキをお送り
ください。

● 会費は当日徴収させて頂きます。

● 出席ハガキを送付された方で、６月17日
(金)以降にキャンセルの連絡、または当
日欠席の方は、キャンセル料100％をご
請求させて頂きます。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大などの影
響により変更・中止の場合は、法学部同
窓会ホームページに掲示して、ご案内い
たします。

定期総会と
昨年中止となった創立60周年記念式典・懇親会は

次のように予定をしております。

定期総会と
昨年中止となった創立60周年記念式典・懇親会は

次のように予定をしております。

日　時 2022年6月25日（土）
場　所 名古屋東急ホテル
会　費 10,000円（会員のみ参加）

2020年～2022年3月学部卒業会員は5,000円

● 受　　付 ： 16：00～
● 定期総会 ： 16：30～17：00
● 創立60周年記念式典と懇親会 ： 17：30～20：00

予 告

　　　　　 定期総会と
創立６０周年記念式典・懇親会の報告

令和３年度

令和３年度の定期総会と創立６０周年記念式典・懇親会は、愛知県よりコロナウイルス
感染防止策として外出自粛や休業要請が出されており、感染者数の減少も見られない
状況のために、開催を中止いたしました。
また、令和３年度定期総会各議案については、全理事の決議を２０２１年４月２４日迄に
取った結果、理事の３分の２以上の賛成があり、すべて承認されました。
収支計算書等は、ホームページにて２０２１年７月１９日～８月１５日まで公開されました。

１．令和２年度事業報告
２．令和２年度会計報告
　　　　　監査報告
３．令和３年度事業計画(案)
４．令和３年度予算(案)

議  題

※令和4年度議題の収支計算書等は7月中旬からの予定でホームページにて公開する予定です。

2021年（令和3年）6月21日 同窓会室に
おいて奨学金給付を行いました。奨学生は、
在学部生と大学院生から公募され、選考さ
れた奨学生に対して、同窓会から奨学金（年
額24万円）が給付されました。

この度は、令和3年度法学部同窓会

奨学生に選出していただき、誠にあり

がとうございます。今回奨学生として選んで頂けたからには、

同窓会の皆様のご期待に沿えるよう、より一層勉学に励んで参

りたいと思います。これからの大学生活では、奨学生としての

自覚を持ち、コロナ禍という逆境にも負けない、確かな学力と

知識を身に付け、将来の目標に向かって日々精進していきたい

と思います。今回は本当にありがとうございました。

この度は、法学部同窓会奨学生に採

用していただき、誠にありがとうござ

います。現在充実した大学生活を送れているのは、私を支えて

くださる沢山の方々や、切磋琢磨する学部の仲間たちの存在

があるからだと考えています。この恵まれた環境への感謝の気

持ちを忘れず、そして、奨学生としての自覚を持って、今後はよ

り一層勉学に励みます。同窓会の皆様のご期待に沿えるよう、

努力を続けていきたいです。

二宮　百可（ニノミヤ　モモカ）
現代社会法学科 2年

この度は、令和3年度法学部同窓会

奨学生に選出していただき、誠にあり

がとうございます。奨学生に選出していただき光栄に存じま

す。日頃の充実した大学生活を支えてくださっている方々に感

謝しております。今後、この感謝の気持ちを忘れず、奨学生の

名に恥じないように、より一層勉学に励み、より充実した大学

生活を送る所存です。そして将来、社会で活躍できるように、

誠心誠意努力して参ります。

梶野　歩夢（カジノ　アユム）
法律学科 2年

後藤　いあん（ゴトウ　イアン）
法律学科 3年

この度は法学部同窓会奨学生に選

定して頂き、誠にありがとうございま

す。ご支援頂いた奨学金は、半分は学費の一部として両親に返

還し、もう半分は卒業後に働く上で必要となる資格取得に向け

て使わせて頂きます。私の学生生活は、家族、友人、先生方を

始め多くの縁に恵まれ充実した日々を過ごせています。そうし

た皆様への恩返しの心と、法学部出身者としての誇りを持ち、

またその名に恥じぬよう、日々精進していく所存です。

清澤　一磨（キヨサワ　カズマ）
現代社会法学科 4年

法学部奨学生
からのメッセージ

法学部奨学生
からのメッセージ

令和３年度

書籍案内
法学部同窓会創立60周年を記念して、学術論文集「法学論集 第六巻」を刊行しました。
「法学論集」は法学部・法務支援センターの現役教授陣、法学部出身の研究者や
退職された教授に寄稿していただいた叡智の結集であります。

「法学論集 第六巻」  執筆者（執筆順・敬称略）

高橋　 洋　　大野 正博　　國田 武二郎

浅賀　 哲　　田中 淳子　　服部 育生　　伊藤 雄太

伊藤 弘子　　李　 智基　　加藤 幸英　　山中 雅子

「法学論集 第六巻」をご希望の方は、同窓会
ホームページのお問い合わせ欄に【メッセージ
本文に論集希望と記入】または、FAXにてA4用紙
に【論集希望と記入して卒業年・氏名・送付先郵便番
号・住所・TEL】を明記し同窓会事務局へお申し込みください。お届けは
ゆうメール着払い（料金３８１円）にてお送りいたします。なお、刊行数に
限りがございますので先着順で郵送のみの対応とさせていただきます。

創立60周年記念「法学論集」
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本学卒業生弁護士による 第11回

１　はじめに
日本の持ち家率は６割といわれ、およそ４割の世帯
は自宅を賃借りしている計算になるため、住居の賃貸
借は身近な法律問題といえます。そこで今回は、賃貸借
終了時のトラブル、例えば明渡しの際貸主から多額の
費用を請求された、そんな場合にも慌てないために確
認してもらいたいポイントを取り上げます。

２　どんな状態で返せばいいの？
賃貸借では、借主は借りた物を借りた時の状態に戻
して貸主に返すとされます。借りた時なので、借りる前
の状態にする（アップグレード）費用を払う必要はあり
ません。また、普通の使い方でも生じる劣化等は賃料で
カバーされていると考えるので、これも費用を払う必要
はありません。具体的には、西日の強い部屋で壁紙が
劣化した場合、壁紙の貼替費用を払う必要はありませ
んが、タバコの煙で変色したときには、原則として費用
を払わなければなりません（スモーカーの方には異論
があるかも）。
そこで、入居時の状態を記録しておくことが大切で
す。大手の仲介業者では、入居時の状態を記載するた
めの用紙を準備している所もありますが、自身でも、写
真などで記録を残すと安心です。

３　普通の使い方って？　
物件によっては、何が普通の使い方かで争いが生じ

ることがあります。過去の判例では、庭付き住宅の樹
木が枯れて高額な庭の修繕費用を請求された借主に、
庭の管理（使用）方法としてどの程度の手入れが求めら
れるかが争われました。借主は、草むしりや水遣り程度
と主張しましたが、貸主は、日本庭園様の立派な庭だか
ら、樹木を枯らさない程度の手入れであると反論しま
した。
ここでは、賃貸借契約書の条項・特約のうち庭の管
理について記載、重要事項説明書の存在、その記載内
容がポイントになりました。重要事項説明書とはおお
まかにいうと、契約前に事後にトラブルになりそうな点
を貸主側がまとめて借主に交付する書面です。つまり、
対象物件について何をもって普通の使い方とするか、前
もって貸主と借主で確認しましょうということです。
そこで、契約書に管理方法などの特約が存在しない
か、重要事項説明書の交付（交付がないと貸主が特別
な使い方を求めていないと主張しやすいです）、説明書
の内容はどうなっているかを確認して下さい。

４　おわりに
まず、借りた物が壊れた、壊れそう、というときは貸
主にすぐに連絡することが第一です（連絡したことを記
録することも大切です）。それでも高額な費用請求をさ
れたときは、契約書や重要事項説明書の条項を確認し
てみて下さい。普通の一軒家を借りたはずなのに、日
本庭園を荒廃させた、などといわれないように。

日本庭園・・だったの？
　 賃貸借契約終了時のトラブルについて

弁護士　大川  祐喜子（豊田シティ法律事務所）
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弁護士法人クローバー

名古屋市中村区大秋町3-29 ユーハウス本陣202
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名古屋市中区丸の内３丁目2-22 名城ビル６階
名古屋市中区丸の内３丁目５-１０ 名古屋丸の内ビル７階
豊田市若宮町7丁目2-5 クリスタルビル4階
名古屋市中村区名駅４丁目３－１０ 東海ビル４Ｆ

052-446-5138
075-802-3070
0561-65-3323
0584-76-2086
0562-85-4947
052-962-2208
052-951-6311
0568-53-0057
0568-85-4877
052-202-8838
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052-951-6311
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098-989-4821
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460‒0002
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450‒0002
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460‒0002
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村田  武 茂
野々垣 吉 曜
加 藤  幸 英
鈴 木  亮
早 川  雄一郎
堀 田  泰 成
菊 田  直 樹
山 本  英 季
吉 田  光 利
長谷川 知 正
三 浦  潤 　
生 田  晃生
若山  智 重
運 天  寛 樹
白 村  大 勲
西 野  直 樹
井 山  将 成
白 井 　 弘 昭
中 島  恵一郎
柳川  豊 　
二階堂　拓郎
大川　祐喜子
佐々木　良次

多くの出会いが
　　　人生を豊かに

コロナが少し落ち着き、学生たちが活気を取り戻しつつある秋の名城公園キャンパスにて、
近況や現在の思いを伺いました。趣味の話から若い世代に対する思いなど、にこやかに、
そして真摯に現在の気持ちを語られました。

栗田 直樹（くりた なおき）教授　　政治学専攻　

　栗田 直樹　先生　栗田 直樹　先生シリーズ

第13回

先生、先生、

お元気ですか
？

4 5

■研究分野　：　日本政治史
■研究テーマ　：　静岡県の近代政治史
■主要著書・論文
〔単　　著〕　『昭和期地方政治家研究』（成文堂、2005年）
　　　　　　『平等の時代』（成文堂、2010年）
〔共　　著〕　『政治学へのいざない』（成文堂、2008年）
〔主要論文〕　『中央自動車道建設をめぐる政治力学』（1997年）
　　　　　　『松本学と静岡県政』（1999年）
　　　　　　『山崎剱二と昭和期合法無産運動』（2002年）

扉が開いた留学体験
栗田先生は、政治学の魅力は物事を客観的に見れることに
あるという。
振り返って考えると、幼い頃から何に関しても見たり眺めた
りすることが好きだった。政治学を専門にしようと始めから心
が決まっていたわけではなく、ましてや、誤解されがちな政治
家を志すことは興味もなく不向きだと思う。そんな思いで大学
時代、法解釈を学んでいく中で、法律には理想は書いてある
が、もっと現実を見たいという率直な思いが、政治学を掘り下
げていく理由だったかもしれないと、語られた。
愛知学院大学に講師として就職した。就職して3年経験を積
むと、留学させてもらえるという機会をもらい、当時民主化革
命が起きた直後のポーランドに渡った。出身大学は新潟で雪国
に憧れがあるのか縁が深く、冬の間は積雪で外出できない時
はひたすら本を読むという時間を好んだ。時間があればあるほ
ど好きな分野の本を読み漁り、興味が深まるのはやはり、真実
を知ることの喜びを感じられる書籍であった。さらに革命後の
ポーランドという激動の環境下に身を置くことで、その時だか
らこそ目撃することのできる、歴史的事実を肌身もって感じな
がら多くの学びを得ることとなった。
留学当時、周囲には大変心配をかけたであろうと察するが
「行かせてくれた周りには本当にとても感謝しています」と言
うのには、その体験が今でも自分の人生を豊かにする原点とな
る時間だったということに他ならない。
渡航前、留学を相談していた先生に、以前留学していた知り
合いが留学中に精神を病んでしまったため、あまり根詰めて勉
強し過ぎないようにというアドバイスをいただいた。「遊学だ
と思って」とかけられた言葉に、肩の荷が下りたというから、当
時の栗田先生の気負いがわかる。大きな政治の変革期に飛び
込んだヨーロッパが入口となり、本を読んだり旅をしたり、今で
は言語や音楽、ワインの知識までを深め、現在の先生の生活に
彩りを添えていることがうかがえる。

人間力を育む大切さ
大学勤務も32年を超え、振り返ればゼミではたくさんの学
生との出会いがあった。栗田先生が逆に感銘を受けるような生
徒も何人かいたという。
たとえば、小説家志望で単位や成績は頭になく、全ては作家
活動のためだという学生がいた。
彼は文章がおもしろく、政治学のレポートであっても文体が
できていて、20代でも、とてもしっかりとした文章を書いてい
た。文に気合が入っているというのか、ただ勉強をまとめた他
学生の課題とは全く違うものになっていた。
また、スキューバダイビングのインストラクターをしていたあ
る学生は、サハラ砂漠で夜中に星を眺めたり、メキシコの海で
マンタに遭遇した話を聞かせてくれた。そのゼミで救助の議論
になった時「レジャーで海や山へ出かけて遭難した場合、それ
を自己負担するべきではないか」という話の流れになっていた
ところ、その学生が「この中で遭難したことある人いますか？」
から始まり「好き好んで遭難する人はいません。読んで字のご
とく難に遭ったのだから助けてあげてくれませんか？」と、救助

された時の自分の話をして流れを変えた。やはり実体験で語ら
れる話は強い。
勉強できるか否かではなくて、そんな何かに秀でた人がい
る。大学は集う場所だからこそ、影響しあって成長していく。多
くの経験を通して、人間力を育てていくことが重要だと、先生
自身も出会いを通じて感じている。
昔に比べると授業の出席率は非常に高く、素直で真面目な
今の学生に日々接して、栗田先生は若い世代が心配だという。
授業を滞らせるようなことがない昨今の学生は、ともするとと
ても優秀に捉えられそうだが、何かに食いついたり深く知りた
い欲求のようなものを感じることが少なくなったという。
例えば、コロナ禍だと「やっぱりコロナに立ち向かうのは独
裁の方がいいのでは」といわれた時に、学生たちが「そうかも
ね」と流れていくような風潮があり、民主主義を使って民主主
義を破壊しないかと心配でしょうがないと。だからこそ、今、日
本憲政の価値についてよく理解しないと、重要なことも見失っ
てしまう。政党政治、議会政治や日本近代史について、どれほ
ど価値があるものか知って初めてわかるものなので、特に基本
的な知識をもっと一生懸命学んで欲しいと願っている。
そのことを学生に伝えたいという思いで、日本憲政の基礎知
識ともいえる「原敬日記を読む」を最近上梓された。
今ある日本の立場や問題を認識して、社会がどうあるべき
か、公の議論をどんどんしながら考えて欲しいという思いはと
にかく強い。

豊かな人生を歩みたい
自身の経緯を考えても、何がきっかけになるか意図しない中
で、旅行が好きになり人生が広がっていく。コロナの前までは
頻繁にヨーロッパへ行った。最近では、リクヴィルというフラン
スで最も美しい村と称され”葡萄畑に浮かぶ真珠”といわれる
街へ赴き、芸術や食事を楽しんだ。
若い頃は日本政治史が趣味だったから、そこからスタートし
て、就職・留学を通していろんな人と出会い、幅が広がり、人生
が豊かになっていったのだと感じるそうだ。
だからこそ学生にも、よく学びよく遊べと伝えたい。
歴史も政治学も学びのためというだけではなく、やはりご自
身にとっておもしろく調べていくと深まる喜びがあったからこ
そ、今に繋がっている。ただ本当のことを知りたいという欲が
あるだけと笑う姿は、まさに豊かな生き様の途上である。

 (2021年11月にインタビューしました)
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本学卒業生弁護士による 第11回

１　はじめに
日本の持ち家率は６割といわれ、およそ４割の世帯
は自宅を賃借りしている計算になるため、住居の賃貸
借は身近な法律問題といえます。そこで今回は、賃貸借
終了時のトラブル、例えば明渡しの際貸主から多額の
費用を請求された、そんな場合にも慌てないために確
認してもらいたいポイントを取り上げます。

２　どんな状態で返せばいいの？
賃貸借では、借主は借りた物を借りた時の状態に戻
して貸主に返すとされます。借りた時なので、借りる前
の状態にする（アップグレード）費用を払う必要はあり
ません。また、普通の使い方でも生じる劣化等は賃料で
カバーされていると考えるので、これも費用を払う必要
はありません。具体的には、西日の強い部屋で壁紙が
劣化した場合、壁紙の貼替費用を払う必要はありませ
んが、タバコの煙で変色したときには、原則として費用
を払わなければなりません（スモーカーの方には異論
があるかも）。
そこで、入居時の状態を記録しておくことが大切で
す。大手の仲介業者では、入居時の状態を記載するた
めの用紙を準備している所もありますが、自身でも、写
真などで記録を残すと安心です。

３　普通の使い方って？　
物件によっては、何が普通の使い方かで争いが生じ

ることがあります。過去の判例では、庭付き住宅の樹
木が枯れて高額な庭の修繕費用を請求された借主に、
庭の管理（使用）方法としてどの程度の手入れが求めら
れるかが争われました。借主は、草むしりや水遣り程度
と主張しましたが、貸主は、日本庭園様の立派な庭だか
ら、樹木を枯らさない程度の手入れであると反論しま
した。
ここでは、賃貸借契約書の条項・特約のうち庭の管
理について記載、重要事項説明書の存在、その記載内
容がポイントになりました。重要事項説明書とはおお
まかにいうと、契約前に事後にトラブルになりそうな点
を貸主側がまとめて借主に交付する書面です。つまり、
対象物件について何をもって普通の使い方とするか、前
もって貸主と借主で確認しましょうということです。
そこで、契約書に管理方法などの特約が存在しない
か、重要事項説明書の交付（交付がないと貸主が特別
な使い方を求めていないと主張しやすいです）、説明書
の内容はどうなっているかを確認して下さい。

４　おわりに
まず、借りた物が壊れた、壊れそう、というときは貸
主にすぐに連絡することが第一です（連絡したことを記
録することも大切です）。それでも高額な費用請求をさ
れたときは、契約書や重要事項説明書の条項を確認し
てみて下さい。普通の一軒家を借りたはずなのに、日
本庭園を荒廃させた、などといわれないように。
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栗田 直樹（くりた なおき）教授　　政治学専攻　

　栗田 直樹　先生　栗田 直樹　先生シリーズ

第13回

先生、先生、

お元気ですか
？
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■研 究 分 野　：　日本政治史
■研究テーマ　：　静岡県の近代政治史
■主要著書・論文
〔単　　著〕　『昭和期地方政治家研究』（成文堂、2005年）
　　　　　　『平等の時代』（成文堂、2010年）
〔共　　著〕　『政治学へのいざない』（成文堂、2008年）
〔主要論文〕　『中央自動車道建設をめぐる政治力学』（1997年）
　　　　　　『松本学と静岡県政』（1999年）
　　　　　　『山崎剱二と昭和期合法無産運動』（2002年）

扉が開いた留学体験
栗田先生は、政治学の魅力は物事を客観的に見れることに
あるという。
振り返って考えると、幼い頃から何に関しても見たり眺めた
りすることが好きだった。政治学を専門にしようと始めから心
が決まっていたわけではなく、ましてや、誤解されがちな政治
家を志すことは興味もなく不向きだと思う。そんな思いで大学
時代、法解釈を学んでいく中で、法律には理想は書いてある
が、もっと現実を見たいという率直な思いが、政治学を掘り下
げていく理由だったかもしれないと、語られた。
愛知学院大学に講師として就職した。就職して3年経験を積
むと、留学させてもらえるという機会をもらい、当時民主化革
命が起きた直後のポーランドに渡った。出身大学は新潟で雪国
に憧れがあるのか縁が深く、冬の間は積雪で外出できない時
はひたすら本を読むという時間を好んだ。時間があればあるほ
ど好きな分野の本を読み漁り、興味が深まるのはやはり、真実
を知ることの喜びを感じられる書籍であった。さらに革命後の
ポーランドという激動の環境下に身を置くことで、その時だか
らこそ目撃することのできる、歴史的事実を肌身もって感じな
がら多くの学びを得ることとなった。
留学当時、周囲には大変心配をかけたであろうと察するが
「行かせてくれた周りには本当にとても感謝しています」と言
うのには、その体験が今でも自分の人生を豊かにする原点とな
る時間だったということに他ならない。
渡航前、留学を相談していた先生に、以前留学していた知り
合いが留学中に精神を病んでしまったため、あまり根詰めて勉
強し過ぎないようにというアドバイスをいただいた。「遊学だ
と思って」とかけられた言葉に、肩の荷が下りたというから、当
時の栗田先生の気負いがわかる。大きな政治の変革期に飛び
込んだヨーロッパが入口となり、本を読んだり旅をしたり、今で
は言語や音楽、ワインの知識までを深め、現在の先生の生活に
彩りを添えていることがうかがえる。

人間力を育む大切さ
大学勤務も32年を超え、振り返ればゼミではたくさんの学
生との出会いがあった。栗田先生が逆に感銘を受けるような生
徒も何人かいたという。
たとえば、小説家志望で単位や成績は頭になく、全ては作家
活動のためだという学生がいた。
彼は文章がおもしろく、政治学のレポートであっても文体が
できていて、20代でも、とてもしっかりとした文章を書いてい
た。文に気合が入っているというのか、ただ勉強をまとめた他
学生の課題とは全く違うものになっていた。
また、スキューバダイビングのインストラクターをしていたあ
る学生は、サハラ砂漠で夜中に星を眺めたり、メキシコの海で
マンタに遭遇した話を聞かせてくれた。そのゼミで救助の議論
になった時「レジャーで海や山へ出かけて遭難した場合、それ
を自己負担するべきではないか」という話の流れになっていた
ところ、その学生が「この中で遭難したことある人いますか？」
から始まり「好き好んで遭難する人はいません。読んで字のご
とく難に遭ったのだから助けてあげてくれませんか？」と、救助

された時の自分の話をして流れを変えた。やはり実体験で語ら
れる話は強い。
勉強できるか否かではなくて、そんな何かに秀でた人がい
る。大学は集う場所だからこそ、影響しあって成長していく。多
くの経験を通して、人間力を育てていくことが重要だと、先生
自身も出会いを通じて感じている。
昔に比べると授業の出席率は非常に高く、素直で真面目な
今の学生に日々接して、栗田先生は若い世代が心配だという。
授業を滞らせるようなことがない昨今の学生は、ともするとと
ても優秀に捉えられそうだが、何かに食いついたり深く知りた
い欲求のようなものを感じることが少なくなったという。
例えば、コロナ禍だと「やっぱりコロナに立ち向かうのは独
裁の方がいいのでは」といわれた時に、学生たちが「そうかも
ね」と流れていくような風潮があり、民主主義を使って民主主
義を破壊しないかと心配でしょうがないと。だからこそ、今、日
本憲政の価値についてよく理解しないと、重要なことも見失っ
てしまう。政党政治、議会政治や日本近代史について、どれほ
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か、公の議論をどんどんしながら考えて欲しいという思いはと
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豊かな人生を歩みたい
自身の経緯を考えても、何がきっかけになるか意図しない中
で、旅行が好きになり人生が広がっていく。コロナの前までは
頻繁にヨーロッパへ行った。最近では、リクヴィルというフラン
スで最も美しい村と称され”葡萄畑に浮かぶ真珠”といわれる
街へ赴き、芸術や食事を楽しんだ。
若い頃は日本政治史が趣味だったから、そこからスタートし
て、就職・留学を通していろんな人と出会い、幅が広がり、人生
が豊かになっていったのだと感じるそうだ。
だからこそ学生にも、よく学びよく遊べと伝えたい。
歴史も政治学も学びのためというだけではなく、やはりご自
身にとっておもしろく調べていくと深まる喜びがあったからこ
そ、今に繋がっている。ただ本当のことを知りたいという欲が
あるだけと笑う姿は、まさに豊かな生き様の途上である。

 (2021年11月にインタビューしました)
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この2年間、感染対策のためにオンラインでの懇親を続けていました。第5波
が落ち着き、店舗でのアルコールの提供自粛が解除されたことを受けて、2年
ぶりの忘年会を開催しました。開催にあたり、会場はあいスタ認証店とし、政
府分科会の要請に基づきマスク会食としました。マスクを付けたままの会食
も、最初こそぎこちない様子でしたが、慣れれば普通の会食と同様でした。た
だし交換用のマスクは必須です。広い個室で換気により肌寒い会場でしたが、
「同じ釜の飯」を食べ、「同じ空間」で空気感を共有することは、オンラインで
は決して得られない対面ならではの体験だと改めて実感いたしました。治療薬
の開発が進み、再び気軽に対面での交流ができるような世界に戻ることを願っ
ています。（撮影時のみマスクを外しています） 浅井良和 （H27年卒）

おつかれさん会／令和3年11月14日（日）

利光大一法学部名誉教授のご逝去
本学、法学部 名誉教授（行政法）の利光大一先生が令和3年9月5日に89歳で、ご逝去され家族葬が執り行われました。
昭和38年より45年間に渡り大学の発展に貢献され、大学院でも多数の税理士を輩出されました。 また、晩年には
名古屋市情報公開制度審査会委員も務められ、社会活動にも尽力されました。 謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

2021年はコロナウイルス禍にて、止む無くOB講
座を断念致しましたが、今年こそ何としても…の思
いを込め様々な安全対策に留意し無事に13講座を
開催致しました。
法学部OB講座委員も新加入された波多江先生を

中心に、スマホによるIC出席管理での距離間隔をあ
けた座席指定とし、仮に陽性者が出た場合でも速や
かにPCR検査を指示できる体制を配慮することと
いたしました。一方、県発表のコロナ感染者数の動
向を注視の上、履修希望学生を抽選で大教室（定員
200名）の2/3に該当する140～150名に絞り込
み対面授業を行う中、抽選に漏れた学生は自宅での
オンライン配信にて学習をするハイブリッド型授業

でスタートしました。途中6月には感染者数が急増しオンライン講義のみとなり中止を危惧されましたが、7月には再びハ
イブリッド型授業で締めくくることが出来ました。
月ごとに目まぐるしく授業形態が変更される中、快くご対応を頂きましたOB講師の皆様には衷心より感謝申しあげます。

キャリアデザインと法学キャリアデザインと法学OB講座
令和3年度

を実施

令和３年　の叙勲令和３年　の叙勲春春 瑞宝双光章を受章瑞宝双光章を受章 昭和46年卒　　清原　博 さん

清原 博さんは、愛知県警に勤務され国家・公共に対して功績をあげられました。

令和３年　の叙勲令和３年　の叙勲秋秋 瑞宝中綬章を受章瑞宝中綬章を受章 黒神　聰 先生（名誉教授）

黒神 聰先生は、昭和４６年から平成２５年３月まで法学部長など要職を歴任され教育・研究に功績をあげられました。

OB・OG会合 開催報告

個人の部 （法学部の在学生のみ掲載）
クラブ名 学　科 氏　名 大会名 成　績

バレーボール部（男子）

競技ダンス部

ウェイトトレーニング部

剣道部

卓球部

射撃部

ソフトボール部

軟式野球部

現代社会法学科

法律学科

法律学科

法律学科

現代社会法学科

法律学科

現代社会法学科

法律学科

清田　晟ノ祐

本多　大地

土屋　潤人

和泉　透真

堀野　流星

加藤　隼悟

藤井　翔太郎

浅野　雄斗

新人賞

アマ・ホ ー゙ルルーム･Ｂ級:準優勝

種目別戦「クイック」：準優勝

59kg級：優勝

59kg級：優勝

59kg級：優勝

優勝

準優勝

準優勝

2年男子の部：優勝

男子の部2部：敢闘賞

3位

10mエアピストル立射60発競技:準優勝

優勝

優勝

優勝

2部ベストプレイヤー

打撃賞

2020年度第150回東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

2021中部ダンスフェスティバルin名古屋

第57回中部学生日本競技ダンス選手権 

2021全日本学生パワーリフティング選手権大会

第50回中部学生パワーリフティング選手権大会

第47回愛知県・第40回高校秋季パワーリフティング選手権大会

第32回愛知県ベンチプレス選手権大会

第47回東海パワーリフティング選手権大会

兼第76回三重とこわか国体公開競技東海ブロック選考会

第25回ジャパンクラシック・マスターズ　パリ・リフティング選手権大会

第59回東海私立大学剣道選手権

2021年度東海学生卓球春季リーグ戦　

2021年全日本学生スポーツ射撃選手権大会

令和3年度西日本学生エアピストル射撃競技大会

全日本学生スポーツ射撃選手権大会

第36回中部私立大学対抗戦

第97回中部学生スポーツ射撃選手権大会

東海リーグ男子ソフトボール春季リーグ戦

2021年度中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦

この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）令和3年度  表彰を行ったクラブ団体及び個人です。
(対象期間:令和2年9月～令和3年12月)

団体の部
クラブ名 大会名 成　績

準硬式野球部

サッカー部

バレーボール部（男子）

ウェイトトレーニング部

卓球部

ソフトボール部

よさこいサークル”常笑”

バレーボール部（女子）

ARTフットサルクラブ

準優勝

優勝

優勝

準優勝

準優勝

優勝

優勝

男子の部：準優勝　　　　　女子の部：準優勝

男子の部：優勝　　　　　　女子の部：準優勝

優勝

準テレどまつり賞

優秀賞/キャンパスバトル優勝

優勝

優勝

準優勝

2021年度東海地区準硬式野球部　春季リーグ戦2部リーグ

Independence Leauge東海2021

2020年度第150回東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

2021西日本地区大学男子バレーボールチャンピオンカップ

2021年度東海大学男子1部リーグトーナメント大会

2021年度第152回東海大学男女バレーボールリーグ秋季大会

第50回中部学生パワーリフティング選手権大会

2020年度東海学生卓球秋季リーグ戦

2021年度東海学生卓球春季リーグ戦　2部

尾張一般男子ソフトボール選手権大会

にっぽんど真ん中祭り

2021年テレどまつり

2021年度第152回東海大学男女バレーボールリーグ秋季大会

アットホームチャンピオンシップ2020　第9回全国大学同好会サッカー選手権大会東海予選

KANSAI INTER COLLEGE CUP 東海予選

※その他、他学部の学生が各種大会で優秀な成績を収めています。 

編集後記 平和な世の中に希望が叶うように、皆さんと笑顔で再会出来ますように願います。（M）

同窓会活動インフォメーション同窓会活動インフォメーション

●会計監査

●同窓会会報の発行　●法学部卒業生向けメッセージパンフの発行　●同窓会ホームページの管理・運営

●総会の開催　●創立60周年記念事業　●地方、支部同窓会との連絡調整　●OB・OG会合助成

監 　 事監 　 事

広 報 部広 報 部
●学術書出版助成　●在学生育英事業　●同窓会奨学金の給付　●ゲストスピーカー助成　●宅建講座助成文 化 部文 化 部

渉 外 部渉 外 部
●資産の効率的かつ安全的運用の検討　●予算案・決算案の作成

●諸会議の実施　●会員名簿の管理　●OB・OG講座の充実

財 務 部財 務 部
事 務 局事 務 局

●大学・各学部に組織された他学部同窓会との連携連絡協議会連絡協議会

法学部同窓会では、理事会・常任理
事会・各部局会議が随時行われ、同
窓生の親睦と交流、大学の発展に寄
与するため、活動を行っています。

同窓会ホームページのアドレスを変更しました。同窓会の行事案内、近況等を
随時発信しているほか、キャンパス内の行事や施設を紹介した
「フォトギャラリー」も公開しています。当同窓会会報のバッ
クナンバーも閲覧可能ですので、チェックしてください。

■同窓会HPアドレス　https://agu-houdousoukai.com

同窓会ホームページのリニューアル同窓会ホームページのリニューアル
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清原 博さんは、愛知県警に勤務され国家・公共に対して功績をあげられました。

令和３年　の叙勲令和３年　の叙勲秋秋 瑞宝中綬章を受章瑞宝中綬章を受章 黒神　聰 先生（名誉教授）

黒神 聰先生は、昭和４６年から平成２５年３月まで法学部長など要職を歴任され教育・研究に功績をあげられました。

OB・OG会合 開催報告

個人の部 （法学部の在学生のみ掲載）
クラブ名 学　科 氏　名 大会名 成　績

バレーボール部（男子）

競技ダンス部

ウェイトトレーニング部

剣道部

卓球部

射撃部

ソフトボール部

軟式野球部

現代社会法学科

法律学科

法律学科

法律学科

現代社会法学科

法律学科

現代社会法学科

法律学科

清田　晟ノ祐

本多　大地

土屋　潤人

和泉　透真

堀野　流星

加藤　隼悟

藤井　翔太郎

浅野　雄斗

新人賞

アマ・ホ ー゙ルルーム･Ｂ級:準優勝

種目別戦「クイック」：準優勝

59kg級：優勝

59kg級：優勝

59kg級：優勝

優勝

準優勝

準優勝

2年男子の部：優勝

男子の部2部：敢闘賞

3位

10mエアピストル立射60発競技:準優勝

優勝

優勝

優勝

2部ベストプレイヤー

打撃賞

2020年度第150回東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

2021中部ダンスフェスティバルin名古屋

第57回中部学生日本競技ダンス選手権 

2021全日本学生パワーリフティング選手権大会

第50回中部学生パワーリフティング選手権大会

第47回愛知県・第40回高校秋季パワーリフティング選手権大会

第32回愛知県ベンチプレス選手権大会

第47回東海パワーリフティング選手権大会

兼第76回三重とこわか国体公開競技東海ブロック選考会

第25回ジャパンクラシック・マスターズ　パリ・リフティング選手権大会

第59回東海私立大学剣道選手権

2021年度東海学生卓球春季リーグ戦　

2021年全日本学生スポーツ射撃選手権大会

令和3年度西日本学生エアピストル射撃競技大会

全日本学生スポーツ射撃選手権大会

第36回中部私立大学対抗戦

第97回中部学生スポーツ射撃選手権大会

東海リーグ男子ソフトボール春季リーグ戦

2021年度中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦

この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）令和3年度  表彰を行ったクラブ団体及び個人です。
(対象期間:令和2年9月～令和3年12月)

団体の部
クラブ名 大会名 成　績

準硬式野球部

サッカー部

バレーボール部（男子）

ウェイトトレーニング部

卓球部

ソフトボール部

よさこいサークル”常笑”

バレーボール部（女子）

ARTフットサルクラブ

準優勝

優勝

優勝

準優勝

準優勝

優勝

優勝

男子の部：準優勝　　　　　女子の部：準優勝

男子の部：優勝　　　　　　女子の部：準優勝

優勝

準テレどまつり賞

優秀賞/キャンパスバトル優勝

優勝

優勝

準優勝

2021年度東海地区準硬式野球部　春季リーグ戦2部リーグ

Independence Leauge東海2021

2020年度第150回東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

2021西日本地区大学男子バレーボールチャンピオンカップ

2021年度東海大学男子1部リーグトーナメント大会

2021年度第152回東海大学男女バレーボールリーグ秋季大会

第50回中部学生パワーリフティング選手権大会

2020年度東海学生卓球秋季リーグ戦

2021年度東海学生卓球春季リーグ戦　2部

尾張一般男子ソフトボール選手権大会

にっぽんど真ん中祭り

2021年テレどまつり

2021年度第152回東海大学男女バレーボールリーグ秋季大会

アットホームチャンピオンシップ2020　第9回全国大学同好会サッカー選手権大会東海予選

KANSAI INTER COLLEGE CUP 東海予選

※その他、他学部の学生が各種大会で優秀な成績を収めています。 

編集後記 平和な世の中に希望が叶うように、皆さんと笑顔で再会出来ますように願います。（M）

同窓会活動インフォメーション同窓会活動インフォメーション

●会計監査

●同窓会会報の発行　●法学部卒業生向けメッセージパンフの発行　●同窓会ホームページの管理・運営

●総会の開催　●創立60周年記念事業　●地方、支部同窓会との連絡調整　●OB・OG会合助成

監 　 事監 　 事

広 報 部広 報 部
●学術書出版助成　●在学生育英事業　●同窓会奨学金の給付　●ゲストスピーカー助成　●宅建講座助成文 化 部文 化 部

渉 外 部渉 外 部
●資産の効率的かつ安全的運用の検討　●予算案・決算案の作成

●諸会議の実施　●会員名簿の管理　●OB・OG講座の充実

財 務 部財 務 部
事 務 局事 務 局

●大学・各学部に組織された他学部同窓会との連携連絡協議会連絡協議会

法学部同窓会では、理事会・常任理
事会・各部局会議が随時行われ、同
窓生の親睦と交流、大学の発展に寄
与するため、活動を行っています。

同窓会ホームページのアドレスを変更しました。同窓会の行事案内、近況等を
随時発信しているほか、キャンパス内の行事や施設を紹介した
「フォトギャラリー」も公開しています。当同窓会会報のバッ
クナンバーも閲覧可能ですので、チェックしてください。

■同窓会HPアドレス　https://agu-houdousoukai.com

同窓会ホームページのリニューアル同窓会ホームページのリニューアル
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令和3年度定期総会の報告／令和4年度定期総会・創立
60周年記念式典・懇親会のご案内
法学部奨学生からのメッセージ／書籍案内
先生、お元気ですか?第13回
くらしの法律相談第11回／OB弁護士一覧
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▲名城公園キャンパス アリスタワー（法学部棟）CONTENTS
OB講座「キャリアデザインと法学」／瑞宝章を受章／
OB・OG会合報告／利光大一名誉教授のご逝去
クラブ活動成績／同窓会活動インフォメーション／
同窓会ホームページ 
創立60周年記念式典・懇親会の案内

https://agu-houdousoukai.com

日  時　

場  所　

会  費

2022年6月25日（土）受付 16時から

名古屋東急ホテル

一人 10,000円（会員のみの参加となります）
（2020年～2022年3月までの卒業生は一人5,000円です）

お願い
総会・記念式典などについては、新型コロナウイルス
感染症拡大などの影響により変更または中止になる場合がございます。
このような場合は、法学部同窓会ホームページに掲示して、ご案内させていただきます。
ホームページにて、ご確認をお願いいたします。

愛知学院大学 法学部 同窓会事務局
〒462-8739　名古屋市北区名城３丁目１-１（名城公園キャンパス内）
TEL：052-911-1011（代） 内線：2303　FAX：052-911-1050
事務取扱時間 ： 月・火・木・金／９：30～16：30 （昼休み11：45～12：30）
水・土・日・祝日・大学の定める休業日はお休みです。（夏季・冬季休暇など事務休業日あり）
https://agu-houdousoukai.com　　mail : houdoso@dpc.agu.ac.jp

住所・氏名・電話番号・勤務先等の変更が
生じた場合には、ご連絡をお願いします。
変更手続きは、同窓会会報に同封されてい
る変更届用紙の送付で行うことができます。

会員の皆様へ

Vol.80法学部 同窓会 会報 2022.5.10

昭和36年(1961年)に法学部第1回卒業生を輩出してから、
令和3年(2021年)で60年が経ちました。
これを記念して定期総会に続いて、昨年中止となった
法学部同窓会創立60周年記念式典・懇親会を
今年6月に開催する予定です。
懐かしい友と語り合い、名古屋東急ホテルにて
ホテル自慢の料理をお楽しみください。

8

※詳細は、2頁をご覧ください。

※出席ハガキを送付された方で、６月17日(金)以降にキャンセル
の連絡、または当日欠席の方は、キャンセル料100％をご請求
させて頂きます。


