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平成24年度定期総会･懇親会は､名古屋東急ホテルにて海や山が恋しくなる6月30日(土)に開

催されました｡定期総会は17時30分より3階乗の問で開催され､多数の会員の出席をいただき議

案を審議の上ご承認をいただきました｡

定期総会後､場所を同じフロアの『ルネッサンス』に移し懇親会が開催されました｡

懇親会には､小出学院長､大野学長､服部学部長始め各先生､地方同窓会代表の方､会員とその

ご家族合わせて250余名の出席をいただきました｡懇親会では､懇親会恒例の大抽選会で例年の

通り当選番号発表の都度歓声が上がり皆一喜一憂しました｡平成25年度は､大学日進キャンパス内

での開催です｡是非ご家族皆さんでの参加をお待ちしています｡

諦潅海綿し恥朝練
･こ-　ECO(エコ)

一等 �5�485ﾈ99�ﾈ�ｴ�X爾�1本 
史急ロケn/.鵬トみ/75. 

2等 �5�485ﾈ986X�ｸ7X8ｸ7H4�92���各1本 
電動自転車99. 

3等 �2｣�##"縟ﾇ"�各2本 
イオンスチーマー押.23. 

4等 ��C��#����"��ﾂ縱3B闔ｨﾔ�2ﾂ�"��8本 野球親戦チケット(ペア) 

5等 訂Eh��##C�r��2���20本 全国宝くじ(lo枚)霊溜慧 
了知67./u｣WJLZ,754,lIS,j&. 

6等 俘(ｸ�7ﾂﾘ8ｸ7�985ｨ6(6r�200本 

特別賞 i 迄*�+�+�kﾈﾌ8夐8ﾈｷﾘﾈX8ｲ��十1本 

当選おめでとうございます!

1等当選(タイソン掃除機)
沌…　安江　務さん(昭和51年卒)

之等当選(タイソンテーブルフアン)

鈴木慎太郎さん(法学部准教授)

卒業生の方と歓談していたところ､司会の方に

名前を呼ばれ､なんと2等!賞品は､2歳の娘にも

安全で大変有り難いもの｡大事にいたします｡

二二Å

自分の番号が呼ばれた時の感想ですo司会の方

の90番台でドキドキして､ 96番と呼ばれ笑顔にな

C)ました｡ありがとうございましたo大切に使います0

3等当選(精米機)
山田宏司さん(昭和42年卒)

毎年､楽しみにしている同窓会に今年も孫と参カロ

できました｡今までは､参加賞ばかりでしたが､オリ

ンピックの年に銅賞とは､ラッキー!でした｡



収　支　計　界　雷

臼　平城2享年4月1日

第4号　平成24年庶事糞計画 常5号　平成24年度予算

今日本を取り巻くあL-'ゆる状況は混沌としていますo関内に日を向けてみます　　　愛知等l院大串法学部同窓会

と､怖織化､国際化が一一層進展し､格差の拡大､本格的な少子化芯齢社会が到来

するなかで､人々の,lI故や生lt=Sの多様化､悶姓化が進むなと､政治･提訴･社会

のあらゆるぢ与蘭で､変化の潮流が生じておりますo

また､ 【或外においては､世界各地で起きている地域紛争の平和的な解決､桟や

斑頃･食塩･人口･難民･人権問適など全人規的な多くの課題を抱えておりますB

また､頻繁に先生するtg界的な経済危機は､私たちにも多大なる影書を及ぼして

きておりますC私たちは追い世界の1JL,r]題としてではなく､これらを自らの問題と

して考えなければなりません9

このような竹串のなか､杜校とともに歩む法学部同窓会は､人穀の福祉と文化

の進展に17献するための班睦的な活動かますま㌻婆要となってまいりましたo

そこで今年贋は､次のような諸事業を行ってまいります(,

l　母校および他rr'l空会との連旗を関る申米

･連綿協議会活動

･他同窓会活動への参加

2　同窓生禰宜の赦陳を回るj茶業

･定期ue･ ･潜放会の‡娼膿

･年1回の会報の発行

･同窓会諌-ムページの充実

･地方同窓会および支部痛勤への支旗

･ TEl窓責三相互の救民卓への支按(OB. (X;会合助成)

･在学生への桜助･支粒(奨学金給付､ OB講鍵等)

3　その他

･地域での法待.税務相談の開催

･同窓生への災'tTjY時のお見舞い

総会にて各議題とも承認されましたo
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平成25年6月30日(日)に

日進キャンパス学院会館
で開催します｡

恩師との再会を楽しみに-

同級生との再会を楽しみに-

いやいや大抽選会を楽しみに???

是非､ご家族でご参加下さい日

※総会案内は5月中旬にお送りします｡

｢大抽選会｣の景品のテーマは"ゆとり"

1等プラズマクラスター(加湿空気清浄機)

2等IHジャー炊飯器

3等目もとエステ

コーヒーメーカー

プラズマクラスター(車載タイプ)

4等野球観戦チケット(ペア)

5等グルメ芳

6等デパート商品券

※景品は変更になる場合があります｡
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】ツ起--jt奉年産法学部奨学生からの券
平成24年6月30日の同窓会総会に続く懇親会の席上で､平成24年度法学部同窓会の奨学金給付を行いま

した｡奨学生は､在学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｡

法務研究科3年　佐藤由佳

この度は､平成24年度法学部同窓会奨学生に選んでいただき､誠にありがとうございます｡

現在､私が充実した環境の下で勉学に勤しむことができるのも､先生方をはじめ､法務研究科

のスタッフ､大学関係者の方々のご支援のおかげです｡ありがとうございます｡

今後も､奨学生という自覚と責任を持って社会に貢献できる法曹となれるよう､より一層頑張

っていきたいと思います｡

法務研究科2年　伊藤理恵子

この度は､平成24年度法学部同窓会奨学生に選定していただき､誠に有難うございます｡素精

しい教授陣に恵まれたこの愛知学院大学で法学を学ぶことができ､感謝しています｡

また､理解を示し惜しみないサポートをしてくれる家族や友人に､感謝しています｡奨学生に選

ばれたという自覚と責任を持ち､より一層勉学に励んでいきたいと思います｡本当に有難うござ

いました｡

法律学科4年　橋本佳尚

この度は､平成24年度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｡多く

の奨学生応募者の中から私を選んで頂けたことを大変感謝しております｡

同窓会の皆様をはじめ､大学教授や講師の皆様､一緒に勉学に励んだ友人運､そして私を支え

てくれた両親に感謝しております｡

これからも､奨学生という自覚を持って勉学に励んでいきたいと思います｡ありがとうございま

した｡

法律学科4年　服部史弥

この度は､平成24年度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｡多く

の奨学生応募者の中から選んで頂けたことに大変感謝しております｡

私がこれまで大学生活を有意義に過ごせてこれたのは､両親や先生方､友人等の支えがあって

のものです｡こういった方々との出会いに感謝し､奨学生としての自覚と責任を持ち､より一層こ

れからも勉学に励んでいきたいと思います｡

現代社会法学科4年　大石運弥

この度は平成24年度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｡このよ

うな御支援賜われますのも､学生生活でお世話になった先生方､法学部同窓会の諸先輩方を始

め､関係各位の皆様方の御蔭と深く感謝しております｡司法を学ぶのであれば法実務の分野に携

わりたい､その想いを目標に現在も勉学に励む日々でございます｡今後も奨学生としての責任を

自覚し､目標達遂の為精一杯努力させて頂きます｡

現代社会法学科2年　田中大幹

この度は､平成24年度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｡多く

の候補者の中から選んで頂いたことに心から感謝しております｡

私自身､法律を学び1年半ほどしか経っておりませんが､その中でも社会の基本的ルールであ

る法律の重用性が理解できました｡

これからもさらにその理解を深め､奨学生として恥じぬよう努力をしていきたいです｡



生田　晃生(いくたあきお)

私は､愛知学院大学法務研究科に2008年に末修者として入学し､この度､ 2回昌の

受験で司法試験に合格することが出来ました｡

法科大学院在学中は授業はもとより､チューター弁護士による指導を受けることに

よって､司法試験の合格者と身近に接することができ､将来自分も法曹としてどのよう

なことをやっていくのかについて具体的に考えることができ大変刺激になりました｡

また､法律実務家による指導と言うこともあり､法曹として何が必要なのかを効果的

に学習ができたことも合格することができた要寓のひとつであると思います｡

法学部同窓会様におかれましても､予備校の模試の取りまとめをしていただき大変感謝しています｡

今後は､法科大学院で学んだことを活かしてより良い法曹となれるよう精進していきたいと思います｡

三浦　潤(みうらじゆん)

1 ,私は､大検取得後､慶頗義塾大学の法学部法律学科に入学･卒業し､しばらく

してから愛知学院大学の法科大学院に進学しましたo法科大学院卒業後､ 2回冒の受

験で新司法試験に合格することができましたo選択科白は租税法で､成績は総合2 i 3

番です｡

2,私が合格できたのは､多くの方のご支援のおかげです｡皆様には心よりお礼申

し上げます｡とくに､法学部に関わりの深い方のご支援のおかげですo刑法の原田傑

先生､会社法の渡部育生先生､民法の田中淳子先生には家庭教師のように懇ろに指導していただきました｡

また､刑訴は石田倫識先生､租税法は小川正雄先生､水野憲子先生､村井正先生にひとかたならぬご教授を

いただきました｡学生を思えばこそのご指導であると感謝しております｡ありがとうございました｡また､法

科大学院出身の加藤幸美弁護士や長谷川知正弁護士には勉強面や精神面で大変お世話になりました｡

3,私は､会計や税法への興味を活かして､今後は､地元愛知県で税務も法務もワンストップで解決でき

る弁護士として活躍していきたいです｡幸い､愛知学院大学卒業生には税理士資格を取得され､仕事をして

おられる方が多くおられると聞いております｡将来はこういう先輩方と一緒に仕事ができたら､とても嬉しい

です｡早く｢人前になって､愛知学院大学法科大学院の名声を高めると同時に､福沢諭吉のように､わが国の

パブリックを民間から支えていけるよう努力していきます｡それから､学資を援助してくれた彼女にもせっせと

お金を返していきたいと思います｡ (莱)

平成23年3月11日の東日本大震災において､被災にあわれた皆様に心よ

りお見舞い申し上げるとともに､犠牲になられた方々とご遺族に対し､疎くお

悔やみ申しあげます｡

法学部岡患会では､この地震をきっかけとし､鎗会や周年記念事業が行

われる時に"募金"を募ることとし､いただいた募金は｢あしなが育英会｣に

お届けすることといたしました｡ (当同窓会ホームページにて募金の報告を

しています｡)

平成24年6月30H (土)定期鎗会でいただいた募金は､ ｢あしなが育英

会｣にお屈し､育英会から｢お礼状｣をいただきました｡

法学部弼忽念は､今後も｢あしなが育英会｣募金活動に努めて

参りますので､引き続き潜棟のご協力を賜りますようお願い申し上げますo

* ｢あしなが育英会｣は､ "どこかの誰かが､どこかの遭鬼にいくらかのお金を､育英会を通じて贈る"という奨学金横問です｡
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始めまして､弁護士の鈴木亮と申します｡

私は､愛知学院大学法科大学院の第2期生であり､現在は､愛知県弁護士会

所属の弁護士として活動をしています｡

さて､第2回目は､ ｢遺言｣をテーマにお話します｡

｢遺言｣とは､亡くなった人の財産などの取扱いに関する､その人の生前における意思表示です｡日常用

語としては､ ｢ゆいごん｣と読みますが､法律用語としては､ ｢いごん｣と読みます｡

遺言は､亡くなった人の意思を現在の法律関係に反映させるという重大な効力をもっているので､安易

な偽造等を防ぐために､必ず､一定の様式に従って作成しなければ効力を生じません｡

民法は､ 7種頬の遺言方法を定めていますが､最も簡単に作成可能なのが､ ｢自筆証書遺言｣です｡そこ

で､以下､自筆証書遺言の作成方法を説明します｡

①まず､遺言をする本人の手書きによる書面であることが必要です｡テープレコーダーへの録音や､ワ
-プロでの作成は､無効です｡

(∋そして､遺言の内容と､作成年月日を記載します｡ ｢〇月吉日｣等､明確な日付

が分からない書き方は無効です(ただし､ ｢○回目の誕生日｣など､歴日が正確にわ

かる表示であれば有効です｡ ) ｡

③最後に､本人の署名､押印が必要です｡署名は､本名でなく､芸名や屋号であっ

ても､その人だと確認ができれば有効です｡押印は､栂印(指印)でも有効だとされ

ています｡

遺言は､人生の集大成として老後に作成されるという一般的なイメージがありま

すが､法律上は､満1 5歳以上であれば､有効な遺言を作成できます｡

また､遺言は何度でも作成することが出来､ 2つ以上の遺言が存在するときは､

作成年月日の新しいものが有効となります｡

本学卒業のOB弁護士(敬称略)
氏　名　　　　所属先　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　節

』臼

法の女神｢テミス｣の像

電話番号

鈴木　健治　鈴木健治法律事務所　　　　　　名古屋市西区城西1-8-16　杉浦ピル2階　　　　　　　　　052-53218320

村田　武茂　村田法律事務所　　　　　　　　名古屋市中村区名駅4-17-3メイヨンビル8階　　　　　　　052-56仁1785

野々垣吉曜　佐賀千恵美法律事務所　　　　　京都市上京区丸太町通堀川西入北側西丸太町171中西ビル3階　　075-84ト6730

たち

加藤　幸美　城綜合法律事務所　　　　　　　名古屋市中区丸の内2-18-25丸の内KSピル14階　　　　　052-223-1701

鈴木　　亮　あすなろ法律事務所　　　　　　　名古屋市中区丸の内2-1-37エスパシオ丸の内3階　　　　　052-201-7391

早川雄一郎　弁護士法人愛知しらかば法律事務所　岡崎市六名本町6-5村越ビル　　　　　　　　　　　　　　0564-53-5675

堀田　泰成　浅賀法律事務所　　　　　　　　名古屋市中区丸の内2-8-11セブン丸の内ピル4階　　　　　052-232-7860

菊田　直樹　中京法律事務所　　　　　　　　名古屋市中区丸の内3119-5　FLEZEO LA9階　　　　　　　0521950-5355

山本　英季　浅賀法律事務所　　　　　　　　名古屋市中区丸の内2-8111セブン丸の内ピル4階　　　　　052-232-7860

吉田　光利　弁護士法人春日井法律事務所　　　春日井市鳥居松町5-78　名北セントラルビル6階　　　　　　0568-85-4877

みのり

長谷Jtは口正　美法法律事務所　　　　　　　　名古屋市中区丸の内211-37工スパシオ丸の内3階8A 052-202-8838



先生お元気
ですか?

夏の名残りの太陽が照りつける日進キャンパス｡平成24

年に75歳を迎えた黒田先生は､学院会館までの坂道を足取

りも軽やかに登ってこられた｡ご退職から3年､歴史を訪ね

て史跡や博物館･美術館めぐりの日々を過ごされている先生

に､45年におよぶ愛知学院大学在職中の思い出を中心に

お話しを伺いました｡

法学部45年問の思い出
黒田先生をよく知る人は､先生を｢決断の人｣と評する｡そ

れを物語るのが､ 1 960年代に大学紛争が社会問題化する

中でおきた出来事だ｡ 1 968年､先生はゼミ生からアメリカ

ンフットボール部の創部にあたり部長になってほしいと依頼

され快諾｡翌年､愛知学院大学では学生の自治組織である

｢学友会｣の先導で､アメフト部などいくつかのクラブ部員に

よる学生集会への乱入騒動が起きた｡この時､黒田先生はア

メフト部の活動停止を即刻決断された｡この事件は新聞等で

も報道され､一部の学生には休学処分が下されたが､アメフ

ト部に関しては素早い活動停止が竹田学院長(当時)から評

価され､間もなく活動再開が許された｡黒田先生の迅速な決

断が廃部という最悪の事態を救ったのである｡

法学部長時代の思い出の一つは､ ｢現代社会法学科｣の増

設である｡就任3年目の2000年､それまでの1学科から2

学科への増設計画が持ち上がった｡先生は時代のニーズに

対応する学科を創ろうと熟考を重ねられた｡政治学科､不動

産学科､企業法学科などの候補があがったが､最終的には経

済や商業､政治にも結びつき､時代が変化しても普遍性を持

つ｢現代社会法学科｣に決定､ 2002年4月からスタートさせ

ることができた｡

法学部長として大きな仕事を成し遂げた先生を待ってい

たのが､大学院の栄サテライトセンターの初代所長の任務で

ある｡発端は大学院のあり方を検討する委員会委員として､

｢広く社会人にも門戸を広げるためには､交通の便が良い名

古屋市内にサテライトを設置するべき｣と提案したことにあ

る｡2003年4月､中区栄の丸善ビル(後に中日ビルに移転)

に開設されたサテライトは､税理士をはじめとして高度専門

職業人の養成に特化した実践的な教育機関として評価され

ている｡

組織の長として責任の伴う仕事を担い､成功に導いた黒

田先生だが､ ｢周囲の協力のおかげです｡皆が問題に真剣に

取り組んでくれ､大きな問題も起きず平穏に努めることがで

きました｣と､自身の功績を周囲への感謝として語る｡

プロフィール

8召和1 2年2月14日生

昭和40年　早稲田大学大学院修士課程修了

同　4月　愛知学院大学助手

昭和43年　愛知学院大学専任講師

昭和46年　愛知学院大学助教授

日召和53年　愛知学院大学教授

平成5年～9年　愛知学院大学宗教法制研究所所長

平成7年～9年　文部省学術審議会専門委員

平成9年～1 3年　愛知学院大学法学部部長

平成10年～20年　名古屋地裁･同簡裁　民事調停委員

平成1 5年～1 9年　愛知学院大学大学院栄サテライトセンター所長

博物館･美術館めぐりを楽しむ日々
生まれつき身体が弱く､幼少期には生死にかかわる病気も

体験した黒田先生だが､ 1 965年に名古屋に居を移してから

は一転､病気とは無縁に｡ ｢名古屋の水が私に合ったのかもし

れませんね｣と微笑まれる｡在職中から励行につとめた身体

と神経(五感)を動かす心身一知の生活信条は今も変わらな

い｡尽きぬ関心の的である歴史への想いはさらに高まった｡

博物館や美術館めぐりはライフワークとなり､飽くことなく鑑

賞される｡旅行のプランニングから手配までを自身で手掛

け､今年の夏は奥様と2人､寝台特急｢北斗星｣で函館に｡昨

年は長崎､その前は萩と､旅を通して街の持つ歴史と文化を

楽しまれた｡

6人兄弟の末子として誕生した先生は､生来の病弱も相ま

ってご両親の愛と手厚い庇護を受けられた｡一方で､ご兄弟

と共に遊び興じる機会が少なく淋しい子供時代を過ごされた

ようだ｡そうした境遇からか､歴史上の人物で魅かれるのは､

幼少時代に苦労をしながらも長じて事を成した傑物が多い｡

中でも徳川吉宗や聖徳太子などに強い共感を覚え､模範と

されてきた｡ ｢何かを成し遂げようとするときに大切なのは､

明確な目的を設定して進むべき方向性を定めることであり､

トップの役割はそこにあります｡それができれば､実現のため

の手段は皆が考えてくれます｣

｢目的を明確に､決断は早く｣｡歴史に学びつつ培ったトッ

プとしての理念｡その磁力が黒田先生の周囲に多くの協力

者を引き寄せたのだろう｡

平成1 6年～1 9年　愛知学院大学大学院法学研究科長

平成1 8年～24年　日進市開発等事業紛争調停委員

平成22年　愛知学院大学名誉教授

著　書

◆借地借家法(成文堂､ 1 975) ◆債権各論ノート(成文堂､ 1 976･1 980)

◆判例コンメタール(共著)(三省堂､ 1 977･1 991 )

◆講義　債権総論(共著)(青林書院新社､ 1 981 )

◆現代不法行為法学の分析(共著) (有信望､ 1 997)

◆未来民法を考える(共著) (法律文化社､ 1 997)

他学術論文･判例研究多数あり

E-



法学部卒業生のOBが窮師となって､自分の職業と法学の関係を語る講座｢キャリアデザインと法学｣が今年度

も春期に開講され､学生から高い評価を受けましたoこの講座は法学部同窓会が大学に協賛して実施するもの

で､今回で9回目となりますo

講義日　テーマ　　　　　　　　　　　　　　　講　師　　　ジャンル

4/18　地域金融機関と私　　　　　　　　　　　伊藤　和実　　金融関係　　　愛知銀行　常務取締役

4/25　地域主権時代と地方公務員の仕事　　　大森　康江　公務員(行政織)大口町役場　主幹　監査委員事務局次長

5/2　間違いだらけの会社さがし･仕事えらび　福田一夫　住宅デベロッパー積水ハウス株式会社欄第一営業本部醐部長
田中　政考　　　　　　　　　積水ハウス株式会社　名古屋シャェウッド住宅支店神宮棄店店長

5/9　　二班嫁屋諦査士は不動産登記の専門家～手に戦をつけよう～　小島　篤実　　土地家屋調査士　小島測量費記事務所　所長

5/16　広敷こ携わる人たち～あっ!わたしも?えっ儀なたも?～　加藤　智生　広告代理業　　中電興業株式会社　アド･サービス部次長

5/23　ニュース深ヨ三､先ヨ三､裏ヨミ～答えは新聞にある～　松野　幹郎　マスコミ　　　岐阜新聞社　編集局編制本部整理部主任

5/30　司法書士の仕事について　　　　　　　植松　令子　司法書士　　　植松令子司法書士事務所　所長

6/6　　不動産と法律および経済について　　　北村　忠和　不動産業　　　株式会社北和不動産　代表取締役

6/13　ディレクターの仕事～視聴率の取れる番組を作るト　藤本　純子　　マスコミテレビ番緋腔　フリーディレクタ-

6/20　弁護士となって　　　　　　　　　　　　堀田　泰成　　弁護士　　　　浅賀法律事務所

6/27　刑事のやり甲斐(警察官の仕事)　　　　山内　和久　警察　　　　　愛知県警察本部　刑事部　捜査第三課長

7/4　　消防の仕事について　　　　　　　　　梅村　政孝　　消防　　　　　中村消防署　消防第二課長

7/ll "教師'という仕事の魅力　　　　　　　長谷川加奈子　公務員(教員)　名古屋市立植田中学校教諭

講座の日的
今日の社会は急速に変容しており､ 3万種ともいわれる職業の種類においても､仕事

内容においても､めまぐるしく激変しているのが実情です｡

そこで学生運は､自分がどのような職業に向いているのかを判断する材料を獲得する　巨､

のが､非常に困難になっています｡.

結果的には､全国のどこの大学においても､就職はしたがすぐにやめざるをえないと　し小一小.:七`

か､就職活動が熱心にできないなどという､傾向が現れています｡

愛知学院大学法学部と法学部同窓会は､このような事態に対処するために､先輩たちの社会での職業のありかたと､それを担う

姿を､学生諸君が大学の授業の中で見聞することが必要であると判断しました｡

先輩たちの社会での活動を先輩の生(なま)の声で触れるなかで､学生達には､自己の将来を深く考えてもらいたいというものです｡

授業の内容
スケジュール



愛知学院大学同窓会は､地方でも活動しています｡そんな地方同窓会総会の模様をレポートしてもらいました｡

妻　■開催日:平成24年9月2日(日)グランド白楽天
∋

重

～

宝二重

9月2日(日)関西同窓会懇親会に出席いたしました｡大学側の代表として酒井

キャリアセンター部長が出席され大学の近況の報告がありました｡総勢で約30

名の出席があり先輩･後輩が久しぶりに顔を合わせ懇談する風景はいつ見ても

いいものです｡私も旧知の顔を見つけ､久万ぶりの歓談に時の経つのも忘れるほ

i　どに和やかな時間を過ごさせていただきましたoこれからも本部同窓会と地方

!同窓会の連携を密にしていきたいとの想いを胸に帰ってまいりました｡ 大矢孝彦(S42年卒)

■開催日:平成24年1 0月6日(土)ホテルクランヴィア広島

10月6日(土)広島同窓会に法学部同窓会として渉外部昌の四井さんと私が出席致しました｡大学の代表として黒

神先生が名城公園近く(名城公園キャンバス)に一部学部が移転するための準備･=事が進んでいる事等現在の大学の

様子を挨拶の中で話されました｡はじめて広島同窓会に出席した人の紹介･何年ぶりかでの出席した人などの紹介が

あり久しぶりに顔を合わせた同窓生で宴は盛り上がり楽しい一時を皆すごしましたo同窓会の集まりっていつも思うの

ですが私自身そうなのですが､おしゃべりをしていると心はタイムスリップして､学生時代に戻っているのですね｡平成

25年に広島同窓会は25周年の記念の年になるそうです｡ここまでこの同窓会のために頑張ってこられた世話役の人

たちに敬意を表し､周年記念に向けて､もっともっと参加者が増えていくことを望み､私と四井さんは楽しく過ごした

時間を思い出しながら帰ってきました｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤桂子(S45年卒)

■開催日:平成24年1 0月27日(土)三笠会館

出席者が平成23年より7-8名多く盛大に開催出来た旨の前淳会長挨拶の後､大野学長より大学の近況報告と挨拶

があり､本部同窓会を代表し余語商経会会長､来賓紹介に続いて乾杯､懇親会に入りました｡関東同窓会は永年関東に居

住する人､人事移動により近年関東に勤務する人等各地方出身者も多く､大和証券執行役員苅田さんも現在東京本社勤

務であり出席されました｡ビンコゲームで楽しみ非常に和気あいあいとした楽しい懇親会でした｡疋田勇喜致(S39卒)

■開催日:平成24年1 0月27日(土)松江東急イン

出席者50余名全員での記念写真撮影で山陰同窓会創立45周年記念懇親会

が開始｡三上伸二氏(法卒)の司会により開会宣言､中垣初男代表幹事(商卒)

の主催者挨拶､来賓紹介､来賓挨拶(大学から引田弘道部長､同窓会から吉田美

憲子文学部･心身科学部同窓会会長)があり､私の乾杯の音頭により歓談に移

る｡宴半ばに高校1年生でプロ演歌歌手を目指している｢八田保乃香さん｣の
``歌謡ショー" ｢安来節保存会｣の"安来節どじょう掬い"が演じられ､会場は大いに盛り上がった｡出席者の中に八田

さんの高校先輩がいて､愛知学院大学への受験を誘っていた姿もみられた｡ショー終了後､お楽しみ抽選会(平成24

年は45周年の事もあり豪華な景品)が行なわれ､荒木文之助幹事(商卒)の閉会のことば､校歌斉唱､木村公二商経

会副部長の万歳三唱へと続き､この会が50年､ 60年と続く事を祈念して終了した｡

■開催日:平成24年1 1月1 0日(土)ロイヤルパークホテル高松

大学側を代表され入試センター部長引田弘道先生が出席されました｡本部同

窓会から､商経会　総務部副部長　太田善久さん､文学部･心身科学部　会長

吉田美恵子さん､事務局長　冨田充さん､歯学部　副会長　野村和男さん､広島

同窓会､山陰同窓会､関西同窓会からも出席され､約40人参加のもと盛況に開

催されました｡四国と言ってもとても広く､出席するには泊らなければならない

伊藤照夫(S48年卒)

人もあり出席者の方も大変だと感じました｡懇親会は､先輩後輩の垣根を越えて盛り上がり､学生時代にタイムスリッ

プしたような有意義なひと時を過ごすことができました｡平成25年には創立20周年とのこと､今回以上に多くの会員

が出席していただけることを願っております｡最後は校歌を歌って､散会となりました｡　　　　中津範明(S51年卒)

■開催日:平成24年1 1月1 0日(土)各務原市産業文化センター｢ぶるうすかい｣
岐阜県同窓会総会後のレセプションに出席しましたoレセプションはいつものように校歌斉唱から始まり､丹羽英之岐

阜県同窓会長の挨拶の後､大野奨人学長の挨拶､同窓会を代表してカロ藤勇法学部同窓会長が挨拶をし､丹羽会長から､

平成25年には岐阜県同窓会創立20周年となる記念事業を行う予定との話があった｡続いて福西名誉会長の音頭による

乾杯があり歓談をし､アトラクションでは､プロの三味線演奏と歌唱があったoあとは楽しいビンコ抽選会をし､次回の再

会を約束しお開きとなった｡和気藷々とした有意義なひと時であった｡出席者数約30名でした｡　　カロ藤勇(S38年卒)

丁~■■｢



｢oB ･ OG会合｣とは法学部同窓会会員が5人以上籍をおく､会またはグループで､法学部同窓

会長が｢OB･ OG会｣として認めたもので､法学部卒業生がゼミナール･卒業学年･クラブ･サー

クル･職場･在住地域で交流する会またはグループの会合です｡ OB･OG会を開催された時､出

席者1名につき､ 2千円を助成します｡　(限度額があります｡詳しくは同窓会事務局へお問い合わせ下さい｡)

はんりゅうかい

第1回　帆立会総会/平成23年11月26日(土)
平成23年11月､鈴木慎太郎ゼミの初のOBOG会が行われました｡鈴木ゼミの1期生である私達と在

学中の学生達が集まりました｡各々近況報告をし､社会に出て感じた事､考えた事を話し合いました｡し

かし､ OBOG会という事で一番話が盛り上がったのは､ゼミでの思い出話｡先生も相変わらずで､ゼミ合

宿での失敗談など楽しく話すことができ､久し振りに大学生に戻れた気分でした｡積もる話も多々あり､

あっという間に時間が過ぎてしまいました｡今回､来れなかった卒業生､現ゼミ生も多く残念でしたが､

計画して頂いた方々には感謝の気持ちでいっぱいです｡進むべき道はそれぞれ違うけれど､ ｢一日一日切

瑳琢磨しよう!｣と語り合えた素晴らしい会でした｡　　　　　　　　　　　井上　琢也(H23年卒)

そうそうかい

第3回　翼々会/平成24年1月25日(水)
雪の為､新幹線に遅れが出る寒い新年のl月25日､名駅南の｢舞鶴館｣にて､第3回｢豊々会｣を催した｡乗は埼

玉の蕨市､東京からは恩師の鈴木先生にもはせ参じて頂き､少人数乍ら､ 1 2名の面々が揃った｡幹事安藤君の司

会で､会長の挨拶､恩師からのお吉葉の後､元気な声で､全員の乾盃の発声があり､鍋料理を囲んでの懇談会へと

進んだ｡司会者の本日のメインディッシュは､参加者一人ひとりのスピーチですとの注釈があり､順次､学生時代

の話､現在の健粛家族の事､現在携わっている事業､公職の事､趣味の話し等､卒業してあっと言う間の50年であ

ったが､各々の話しには､各人の人生模様がかい問見える感じで､ 3時間程の限られた時間であったが､会は大い

に盛り上り､春には恩師｢浪川先生｣への報恩感謝の意味も込め､三回忌の墓参をすることを約し､閉会となった｡　　　　　岡本　弘道(S36年卒)

伊藤ゼミOB会30周年記念北海道旅行/平成24年7月14日(土)
伊藤ゼミOB会30周年記念旅行が7月1 4日開催されました｡ 25周年は鹿児島の旅でしたが､今回は伊藤

英樹先生が若い頃過ごされた北海道を訪れるということで､喜寿のお祝いを兼ねての楽しい旅となりました｡

参加者は奥様含めて1 3名｡新千歳空港に集合した後､海鮮井などを食べて夕張から札幌ビール園｡翌日ニュ
ー積丹号に乗船して海中見学した後､ニッカウヰスキ-余市蒸留所にて樽出し原酒などを試飲(?)名取旧跡

を見学した後､小樽の朝里温泉クラッセホテルにて祝賀会を行いました｡北海道のグルメを堪能された先生

は､ ｢皆さんに喜寿の祝いをしてもらうとは思わなかった｡良い思い出が出来ました｡皆さんも身体には充分気

をつけてほしい｡｣とのご挨拶があり参カロ者一人ひとりの思い出が語られ､笑いが笑いを呼び賑やかな会となりました｡翌日は､小樽の街を散策して

新鮮な魚貝類と寿司を満喫した後､支芳湖で甘いとうもろこしを食べて思い残すことなく北海道を後にしました｡　　　鈴木　厚司(S56年卒)

居住地域･地区で交流する仲間の会/平成24年7月25日(水)
職種がほぼ同じで居住地域･地区で交流する仲間の会です｡平成24年7月25日に証券会社､投信会社等に

勤務する仲間が集まり暑気払いを兼て日本の政治､経済状況やヨーロッパ中心の世界経済について色々意見

交換を行ないました｡関東に在住する法学部出身者は多数いますが我々の様に定期的に会合をOBベースで

開催し親睦を深め､グローバル的視野で物の事を考えられる卒業生は珍らしいと自負しています｡私が最年長

ですがメンバーは欧州大手の証券会社､大手投信会社の副本部長､名古屋の大手証券で現在関東居住の副社

長やM&Aビジネスを展開する大手証券会社等世界をリードする卒業生ばかりです｡私も今年60才になりま

すがいつも若手からバイタリティーと創造性を吸収しています｡因に､この会の幹事は常に三輪が勤めています｡この会に参カロしたい関東居住の

方々是非三輪まで御一報下さい｡業種は問いませんよ｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三輪　雅雄(S50年卒)

■ロ

石田ゼミ同窓会/平成24年9月22日(土)
平成24年9月22日に､平成22年度の学生時代を石田ゼミで共に過ごした仲間達が久しぶりに再会しまし

た｡全員が参加することは叶わなかったのですが､それでも1 4名が集まり賑やかなものとなりました｡皆が大

学を卒業し社会人になってからの再会だったので学生時代とはまた違った会話をすることができ､新鮮な気持

ちで楽しむことができました｡このような集まりは今回初めて行ったことなので采年以降も続けていき､石田ゼ

ミでの恒例行事になればと思っています｡　　　　　　　　　　　　　　　　　大岸　誠也(H24年卒)

人事
(法学部関係)

▲新　任(平成24年4月1日付)
法学部　民法　　　　　　　　　　　　佐藤啓子(教授)

法学部　行政法･地方自治法･政策法務　小林明夫(准教授)

法学部　民法　　　　　　　　　　　　　前田太朗(講師)

■昇　任(平成24年4月1日付)
法学部　法哲学　　鈴木慎太郎(准教授)

雷退　職(平成24年3月31日付)

法学部　民法　　伊藤米寿(准教授)

法学部　行政法　　府川繭子(講師)



～同窓会ホームページ　大学ホームページのご案内～

同窓会ホームページでは､各種お知らせや地方同窓会､総会のご案内などを随時更新しています｡会報のバックナンバーや､

大学･同窓会主催行事の写真なども閲覧できます｡また､より親しみを持っていただこうと､同窓生や在学生からの記事･

写真投稿の場を設けています｡久しく連絡の取れていなかった同士とのつながりが同窓会ホームページをきっかけに始まるこ

とも-｡企画や投稿方法など詳しくは同窓会ホームページ内に記載しておりますので､どしどしご応募ください｡

大学ホームページではこのたびfacebookページを立ち上げました.当日の出来事や各種催事情幸的ltタイムリーに更新

され､コメントすることも可能です｡毎日チェックしてみてください0

.:S_愛知学院大学.∴　L- I:.･L.-∴ .∴.
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大学HPトップページ 大学facebookページ

同窓会ホームページ: http://www.agu-houdoso.org/

大学ホ-ムページ: http://www.agu.ac.jp/

大学facebookページ: http://www.facebook.com/aichigakuin

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｡

平成25年度におきましても､事業計画を円滑に推進しさらに同窓会活動が発展していくよう活動していく予定です｡

･蔓最遠､ラ:慧悪霊芸悪霊会:芸霊名簿の管理`0硝座の充実
＼----ご--メ

を勧説召〈､ぅ:誓芸?慧書芸芸芸安全的運用の検討
＼､-一≠㌦･P-〟

き､鋸郭3 :悪霊慧寄金および0｡OG会との連鯛整｡助成
ヽ---lil.-1･･

･化J :芸霊宝芸等芸濃デー…il冨芸芸i濃
＼-一叫_一㌦一一LP,}

･L広遇狛:慧笠悪霊芸芸芸冨メッセ_ジパンフの発行
＼､---/I ●ホームページの管理･遷宮

避誠　㌢､ ●大学･各寧鰍こ組織された他学部岡宴会
･＼僻-rj　との連携～

垂諾)●会計監査
~＼ --_ __▼一･一一一

皆様のお名前･住所･勤務先･電話番号等

変更の場合は､ハガキ･FAXで

法学部同窓会事務局へご連絡ください｡

あなたの力を貸してください｡同窓会活動に参カロしてみませんか日

同窓会活動はボランティアで成り立っています｡いま､同窓会役員を募集しています｡

詳しい応募の方法は同窓会事務局にお問い合わせください｡

○同窓会事務室への電話等の問い合わせについて- --･　　　　○同窓会･クラス会･OB会など開催するために､

同窓生の住所･電話番号･ゼミ名等の個人情報は､お答えしません｡　該当者の住所など､個人情報が必要の場合は､

同窓会事務局へお問い合わせください｡

個人情報保護法の趣旨に則り､同窓生の個人情報については慎重かつ適切に

処理して蒙いりますので､皆様のご理解の程をお供い致しますo

章E- J弓業務時間に訓1モ

月～金/9:00-16:00　土､日､祝日はお休みです｡

法学部同窓会事務局 
〒470-0195愛知県日進市岩崎町阿良池12 

電話0561-73-1111(内線2303)FAXO561-74-1410 

メ-ルhoUdOs○@dpc.agu.ac.jp 

旺-



愛知学院大学の大学院と学部･学科
同窓会報前号でも取り上げましたが､愛知学院大学は名古屋城東･国立名古屋病院北に｢名城公園キャンパス｣を平成26年4月

に建設し､そこには新たに開設する｢経済学部｣と､既設の｢商学部｣ ｢経営学部｣が移転することになるそうです｡

2002年､法学部に現代社会法学科が増設されてから12年｡その後､大学はおおくの新学部･新学科を増設するなど､母校の

学習環境は年々変化しています｡

そんな最近の大学院と学部･学科を､大学のパンフレットから探ってみました｡

人生の再チャレンジのためご自身の大学院入学や､ご子息ご息女の母校への進学参考になさってください｡

※詳しい資料が必要な方は､ ｢大学入試センター｣へご請求ください｡ T臥0561-73-1 1 1 1

すべての学部に対応した研究科
社会･経済の高度化､複雑化が進む現代において､専門的な研究･教育へのニーズはますます高まりつつありますo

大学院には｢研究者養成｣だけでなく､高度な専門的職業人の養成､社会人の再教育などさまざまな役割が求められています｡

中部地区有数の規模を誇る愛知学院大学では､既存のすべての学部に対応した研究科を設置｡

少人数演習方式による全人格的な教育体制を整備し､専門的な理論と実践力を社会に活かせる人材を育成しています｡

豊かな人間性と幅広い見識､高度な専門的知識を備えた法曹､地域市民のための法曹､地域経 

法務研究科(法科大学院) 剞ｴを支える法曹の育成をめざしていますo｢図書館情報センター.法科大学院棟｣に各研究施設 
を整備○法務研究科の学生は､法律に関する専門書の閲覧など24時間利用可能です○ 

文学研究科 做�ｻ8ｧyZxｻ8ｧy�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b���｢靜8ｯ｢��仏教一禅.宗教の3分野に重点を置き､各種原典､外国文献､古典文献などの読解を通して春分 野の研究を深めますo利用できる文献は質.量ともに中京地区随-oさらに禅研究所などの施 

設を使って質の高い研究を行うことができますo 

歴史学専攻 博士課程(前期.後期) �?ｩgｺI8ﾉvﾚI�ﾉvﾚH485�8�8�ﾉzH+ｸ.ｨ+ﾈ.ｨ,ﾉ�(､X,ﾉ��讓*�.h-�ﾖﾈﾌ8ｧx/�ﾊHｸh+X-ﾈ+v�h嶌讙H��橙�
経済史､政治史など一人ひとりのテーマに応じて歴史の諸相について研究し､幅広い分野に貢 
献できる力を育成します○ 

英語圏文化専攻 博士課程(前期.後期) �)¥H,ﾘ.�,h.h.芥�b�8ﾉ>ﾂ�>ﾈ4�5x4�,�,x,ﾈｬ)�饉ﾙvﾙ&闔h,�*�*�.��ﾎｨﾉy[h嶌/�ﾔﾈ*(雹nﾈ*�.r�
探究○英語学.英語教育学研究､アメリカ研究､イギリス研究､アジア研究などをそれぞれの分 

野の第一人者の指導のもとに進めることができますo 

日本文化専攻 �?ｩgｸﾎｨｧr饉hｧrﾈ��檍ｧr駛��ﾘｧr饉h峪�ﾉfｨｧx,�,zIYﾘﾔﾈ*)Zｩnﾈ*�.y?ｩgｹ[h嶌/�%Hｸb��(､X,佰ﾂ�けて日本文化の総合的発信ができる学際的な研究を進めています○また､積極的に外国人留学 
博士課程(前期.後期) ��h/��8*�?ﾈ.ｪI?ｩgｹ[h嶌-h,ﾉyﾘ��/��8+X,H*(-ﾈ+v��

lJCl身科学研究科J ��9yﾘｧy�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b���ｨ�ｸﾎ8ｯ｢��｢心の支援｣を行う臨床心理士の養成をめざし､心理学の各分野から障害児教育､養護訓は療法 などの実践的な研究まで幅広いテーマを用意o特に社会心理学､人格心理学､発達心理学､実 

験心理学､臨床心理学の研究に注力しています○ 

健康科学専攻 佶(ﾔ�/�)�9�x,h.�,佶(.(*�,ZH��檠4�,�.�ｨ榎ﾘ,ﾈ*�.��9�J8,h,h.x*jHﾉ(ﾔ�5�7ﾈ�ｸ68怦ｧzHﾉ(ﾔ��

博士課程(前期.後期) 仆8支ｧzI�ikﾘﾉ(ﾔ陷逢zHﾋ靜ｩ*隕�逢zHﾉ(ﾔ阮駅ｸ怦ｧx,ﾃX5(�ｸ5�/��ﾙ.�ﾉ(ﾔ陷逢x,ﾈﾘ)7�,綾2�
青と研究に尽力し､専門職業人と研究者を養成します○ 

l商学研究科 傅Hｧy�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b���｢靜8ｯ｢��高度な専門性が求められる分野の人材育成､教養豊かな優れた職業人の養成機関として､産業 界の期待に応えて社会人にも門戸を開放○理論と実務を融合させる研究の場を提供し､社会人 
のリカレント教育(生涯教育)を推進しています○ 

l経営学研究科 佝�8ｧy�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b���｢靜8ｯ｢��社会の要請に応えるマネジメント能力を養成するため､学会トップレベルの研究者､管理や経営 の実績のある経験者を教授陣に迎え､高度な専門教育を行っています○また､開設以来｢社会 

人対象入試｣を実施し､社会人が学ぶ環境も整えています○ 

l法学研究科l 囘�zXｧy�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b���｢靜8ｯ｢��法学.政治学の研究者を養成するための基礎的な指導を行うとともに､法律についての高度な 専門知識を身につけた専門的職業人を養成o多彩で柔軟なカリキュラムを編成し､法曹､税務､ 
会計業務､民.商事法務など幅広い進路に対応しますo 

l総合政策研究科】 ��ﾘﾘy�ﾘﾟI�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b���｢靜8ｯ｢��個人生活を核にした｢人間環境コース｣､社会生活を核にした｢社会システムコース｣を設置○ ｢総合性｣と｢創造性｣を重視した教育が最大の特色ですo統合的考察と討論を行い､総合的 
視野から創造性あふれる企画.政策を立案.提言する力を蓋います○ 

[薬科学研究科一 冩(怦ｧy�ｨﾕR�薬学教育制度の改正により修業年限が6年に延長され､国際的視点に立つ質の高い薬学教育 修士課程 �*ｨ��邵+8.ｨ,H*(-ﾈ+x�ｹ�h+X*)o(ｧxｻ8孜�y7�,�4ｹ�8,��陌�+ZHﾘ)7�,頴(怦ｧx,h�9|9o(ｧx,ﾈｻ8支,��
取C)組むとともに､既卒者のキャリアアップと再教育を支援していきますo 

l薬学研究科 �9|9o(ｧy�ｨﾕR�H韆ﾘ攣/b�グD-バ)L/社会を先導する国際性.創造性を十分に兼ね備え､薬学領域の高度.最先端技術を 習得するとともに､薬学.医療薬学全般にわたる学識を深め､それに基づいてさまざまな問題 
に対して臨機応変かつ柔軟に対応できる薬学研究者.薬剤師を養成しますo 

l歯学研究科一三l 倬X怦ｮ��(ﾆ貶餽怏}X��ﾆ��H韆ﾘ攣/b�高度な専門知識と優れた臨床能力を持つ人材を求める社会的要請に応え､臨床および研究の 両面から歯科医師と指導者の養成に取り組んでいます02003年度から文部科学省の補助を 

受け､先端的な設備が整う環境で新分野の研究を進めています○ 

■lヨ



社会に即応する多彩な学部･学科を設置しています｡

l文学部 ��讓ｧx怩�｢日本史｣｢東洋史｣｢西洋史｣｢イスラム国史｣｢考古学｣の5つのコースで歴史学全体の領域 を幅広くカバーo文献の講読､資料の作成､成果の発表という一連の流れによって､主体的に学 

鷲.研究を進めていきますo 

日本文化学科 �)[h峪%Hｸ�ﾋｸ�ｨ皦ｶ�8/�8(69fﾒﾘ,唏ｧx､�/�Y��H,兌h嶌ﾊHｸh/�5x､ｦ�(ﾋ靜ｪ:)[hｧz:(輅�ｨ,b�芸術｣｢社会と民俗｣の4つの領域で日本文化を多角的に学び､体験を通して理解を深めていき 

ます○ 

国際文化学科 �(��¥I[h嶌5(�ｸ5�:(4�5x4��4�5ｨ4�6ｨ4�[h嶌5(�ｸ5�:)NHｧ)[h嶌5(�ｸ5�8,ﾃ8,(,ﾈ5(�ｸ5�/��ﾙ.��コミュニケ-シ∃ンの道具としての語学力と､異文化への理解を深めていきます○ 

グローバル英語学科 傅ｹx�,ﾉmｩ4�,��陌�+X+ﾚ(ﾙ�ﾝｸ7(5x6ﾈ5�8(6h8ｺ:(ﾗ�ｿ2隰�R�,ｩo2馮ﾉo88(6h8ｺ:(��ﾎｨｻ8醜��ｦ��モデル｣という3つの履修モデルを用意○めざす職業に必要な表現や専門用語を集中的に学び､ 

実践的な英語力を身につけます○ 

宗教文化学科 �(��ｻ9[h崋:)Zxｻ9[h崋:)�I[h崋8,ﾃ8,(,ﾈ5(�ｸ5�/��ﾙ.��ｸ��ｻ8,亊h+x.兀ﾘﾔﾈ*(雹nﾈ/�wｸ**B�物事について深く考えることのできる人材を育成○宗教文化を通してグローバル社会に対応で 
きる人材を蓑成しますo 

[)b身科学部 ��9yﾘｧx怩�9つの分野を設定し､幅広い視点から人間のあり方.生き方について研究していきます○実験一 実習を重視したカリキュラムで､人間を理解する大切さとそのための具体的なアプローチ方法 
を学んでいきますo 

健康科学科 �(5�7ﾈ�ｸ68怦ｧz:(ﾉ(ﾔ隍ｩJﾘ怦ｧz:(ﾋ靜ｩ*隕�逢z8,ﾃ8,(,ﾈ5(�ｸ5�/��ﾙ.��ｸｦXｻ8醜,ﾈﾊHｸi�ﾉ���(エビデンス)に基づいて､生活スタイルやライフステージに応じた健康指導を行うことがで 
きる専門家の養成に力を注いでいますo 

健康栄養学科 ��hｨ咽ｸｫYV�*ｩ�ﾙ|ﾘﾏｸ+x.�(jH�9|8,ﾈﾋｸ�ｨ,�*�*�.豫yyﾘ哩wｸ齎,ﾉo�ｨH,ﾘ-ﾈ+x-ﾈ+xﾘ(-ﾈ.�,(,(*�.��ます○健康栄養学科では医学的な見地に基づいた教育プログラムによって､｢栄養｣の面から健 

康づくりを指導できる人材を育成しますo 

l商学部 傅Hｧx怩�現代社会のニーズに応えた｢流通.マーケテイング｣｢会計一金融｣｢ビジネス情報｣の3コース ※ビジネス情報学科は改組のため �/��ﾙ'X�ｸⅸｧx,ﾉ�9|ﾈ刺/�|ﾘ6ﾘ6x+x.兀ﾘﾔﾈ*(ｧx-�*�.zHｻｹj�,ﾈ*�.兒ｩnﾈ/�(i�8,��ｩnY&ﾘ�/��ｸ-��

ることができます○ 

l経営学部 佝�8ｧx怩�大きく分けて｢人｣｢モノ｣｢金｣の3要素から成り立っているビジネスの社会で､｢人｣を主なテ ※現代企業学科は改組のため 坪7ﾘ,�)�y�H7ﾘ6ﾈ5x8�986z:)�h蝌7ﾘ�ｸ5�6X48984�:(檍ﾇj8,ﾃ85(�ｸ5�/��ﾙ'X�ｸﾖﾈ*h.處ﾘ,i�y�H+r�

2013年4月､経営学科に統合します○ �.處ﾘ/�ｶ��ﾈ+X-ﾈ+v��

l経済学部】 佝��x怩�現代の経済が抱える課題を解決するため､｢理論｣｢歴史｣｢政策｣の3つの視点から経済にア ブローチoそれをベースに､基礎､応用､実践､総合の4つを段階的に理解していくカリキュラム 
･X2013年4月設置(開設予定) �,Xﾆ��x/��ﾈﾆ�4�,乂x-�-ﾈ+x�ｲ�

法学部 囘�zXｧx怩�将来の目的に対応し｢総合コース｣｢公法コース｣｢ビジネスコース｣の3つのコースを用意○法 律の基礎知識を修得することからス夕-卜し､法律に関する学習を積み上げ､その知識を現実 
のさまざまな問題へと応用していきます○ 

現代社会法学科 倆�檍,��hﾝﾘ+x.�+8-ﾈ+H-ﾈ,穎)��,冦ｨ/�ﾏﾈ*ⅹn)��,���+x.�4�7h8ﾘ�ｸ6�_ｹd�/�d�zXｧx,ﾉzx�ｨ*�.r�明らかにしていきます09つのパツケ-ジを指針に､問題発見.解決能力と法律についての知 

請.理解を身につけていきますo 

総合政策撃慧-三 ��ﾘﾘy�ﾘﾟHｧx怩�人間と社会に関わる問題を総合的な視点から考える学科ですo｢総合政策専攻｣｢ライフデザイ ン専攻｣の2専攻を設定o｢問題｣を自分自身の力で発見し分析して解決する力を実践的な学 
びの中で身につけていきます○ 

･-BT-≡-L---;-l �9|9o(ｧx怩�世の中の変化に伴って薬剤師の役割は変化しつつあります○専門領域の確かな知識と幅広い教 墓､豊かな人間性を育み､あらゆる場面で国民の健康をサポートできる｢健康をコーディネート 

するスペシャリスト｣を養成しますo 

l歯学部 倬Xｧx怩�196l年に私学として戦後初めて設立された歯学部です○築き上げた伝統の上に時代の二-ス に対応した教育プログラムと最新の施設.設備を整え､新しい時代に求められる歯科医師の萎 

成に力を注いでいます○ 

l短期大学部 倬X怦���hｧx怩�患者さんとのコミュニケーションを通して健康管理をサポートし､歯科医師と連携しながら適 切な治療を提供することのできる｢臨床能力を持った歯科衛生士｣の養成に力を注いでいます○ 

2014年4月､時代が躍動する名古屋都心に

先進の学びを実現する都市型キャンパスが誕生｡

都心の立地を活かし､地域社会と交流する新拠点｡
名古屋史の始まりの象徴である名古屋城に近く､歴史風情を残しながら､中部圏の

行政､大手企業､金融機関などが集まる都心エリアに位置する､名城公園キャンパ

ス｡この都市性を活かし､行政や企業などと連携する実践的講義や各界の専門家と

の交流､地域社会と連携したまちづくりなど､新しい学びを実現します｡

ビジネス系3学部を揃え､連携した学びを展開｡

20 1 3年4月に開設予定の｢経済学部｣とともに､ ｢商学部｣ ｢経営学部｣を､

20 1 4年4月､名城公園キャンパスに移転｡ 3学部を連携させた総合的な

ビジネス教育とともに､行政機関や民間企業､シンクタンクなどと連携した

実務教育を充実させ､広い視野と実践力を養い､中部圏を拓く人材を育成します｡

201 3年4月設置

(開設予定)

旦｣



個人の部 ※学科欄の　色つき部分は法学部に在籍する学生を示します

クラブ名 ����氏名 ��X檠kﾂ�虎雄 

弓道部 ��ﾘﾘr�潮田駿 �8ﾈ､8ｧy�hｷﾉ;做斡x8ｨ�ｸ4��ﾒ�男子個人:優勝 

東海学生弓道秋季リーグ戦 �&ｨ��ﾌ)�ﾃｩtH��

全日本学生弓道選手権大会 侘)�ﾃ｣h犬�

心理 俘(ｻH��ﾛ弍2�全日本学生弓道遠的選手権大会 侘)�ﾃ｣H犬�

ソフトテニス部 傅B�藤田乗喜央 �I&ﾘｧy�h5ﾈ7H6x6X6ｨ5��Xｧy�靱(8｢ﾘ4��ﾙ�X橙�優勝 

現企 �,9�ｨﾔ����愛知学生ソフトテニス大学対抗リーグ戦大会 冲H��

現企 儼9m�ｹTb�西日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 �5h984�8ｸ5ΛtH��

硬式野球部 侏ｸｮ��萩原大起 �I&ﾙ�XｧynﾈｸX�ｴx8ｨ�ｸ4��ﾒ�最優秀選手笠.最優秀防御率選手箆.ベストナイン(投手) 

現企 ��YIxﾉｩ6ﾂ�愛知大学野球春季リーグ戦 �7�5�6x6�4892�ｩ}ｸ薰��

現企 ��>�tInﾒ�愛知大学野球春季リーグ戦 �7�5�6x6�4892愛�ﾈ薰��

経営 ��霆I����愛知大学野球春季リ-ク戦 �7�5�6x6�4892愛�ﾈ薰��

柔道部 ��譴�山本賢太 �8ﾈ､8ｧy�h�;�7雍ytH��X橙�I部:優秀選手宜 

愛知県段別柔道選手権大会 �?9&�,ﾈﾅ3ｩtH��

乗海学生柔道体重別選手権大会 ����ｶxｸ陶tH��

法律 凭冦為��愛知県段別柔道選手権大会 伜�&�,ﾉYCｩtH��

健康 �6�=凉ﾙnr�東海学生柔道体重別選手権大会 冲H��偃��ﾂ�

歴史 ��液Y�ﾂ�全日本ジュニア柔道体重別選手権愛知県大会 田fｶxﾖ謄8犬�

少林寺拳法部 佝�2�小林大起 傅ﾙ}�鮑ﾉﾙd�8ﾈ､8ｧy�i�X橙�立合評価法:優秀賞 

スキー部 ��ﾘﾘr�丸山華士 �8ﾈ､8ｧy�hｮ��(5�4ﾂﾙ�X橙�男子個人:優勝 

相撲部 佝�2�稲原優太 ��ﾉ?ｩgｸｧy�i�ｩf��偃位��X橙�個人:2位 

現社 仗�:�4饉ﾒ�西日本学生相撲個人体重別選手権大会 都Vｶyj)i罐(犬�

全国学生相撲個人体重別選手権大会 都Vｶyj)i罟7�5�6s��

馬術部 傅B�深谷傾平 �I&ﾘｧy�h6x8�484�8ｸｺ8ｵｨ橙�馬場馬術課目A:優勝 

中郡学生白馬競技大会 ��ﾘﾘyF顆�ｩtH��

バレ-ボール部 (男子) 佶(ﾔ��橋本寛人 �8ﾈ､9�Xｧy&ｨ�6�8ﾈ�ｸ7ｸ�ｸ8ｸ8ｨ�ｸ4��ﾘ�ｴy�X橙�リベロ員 

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会 �8ｨ7�8ﾘ�ﾂ�

総合 伜)>�鄧�R�東海大学男女バレ-ボールリーグ戦春季大会 俐YtH��i�ﾈ�ﾂ�

健康 �')69{IEh樞�西日本大学バレーボール5学連選抜対抗戦 �5�7�484��ﾂ�

競技ダンス部 �?ｩ[b�田川爵- 乂y�hｺ8ｵｨ5�985��偃位��X檍ｧyD饅ｩ�ﾒ�総合優勝 

ビジネス 傅ﾉ|��Y�"�中部日本学生競技タンスラテン選手権 �&9�ﾉ�ﾘﾘsｩtH��

中部日本学生競技ダンス選手権種目別戦 �&9�ﾈ6�8H6�8JH5H986ⅸ8ｸ986�tH��

末'i合 俘)$ｩ'�譴�中部日本学生競技タンス選手権種目別戦 �&9�ﾈ8�8ｸ63ｩtH��

ボウリング部 侏ｸｮ��藤井和真 �8ﾈ､9&霎iD��9¥ｨ7ｸ4X8ｨ984��偃位��X橙�20代の部:準優勝 

ボクシング部 侏ｹ�"�石川裕起 �(hﾅ8ｧy�h7ｸ4�5h984�6x�ｸ6�8�986r�ライトウェルター級:優勝 

歴史 凩��9�ﾂ�中部学生ボクシングトーナメント �4X4h8ｸ5��ｸｸ陶tH��

ウエイト 做�ｻ2�鈴木博之 �(iYHｧy�h7ｸ6h4(7(8ｹ�X橙�優勝 

トレーニング部 佶(ﾔ��飯田員i光 �(hﾅ8ｧy�h7�8��ｸ8ｨ7H6X4(984��X橙�66kg級:優勝/ベストリブ夕-盟 

心理 �(i�ｩ�R�中郡学生パワーリフティング大会 塔6ｶxｸ陶tH��

日本拳法部 佶(ﾔ��山本千夏 �(iYI?ｩgｸｧy�hﾉﾙd��偃位��X橙�女子個人戦:優勝 

∃ツ卜部 佝�2�岡本淳 �(iYHｧy�hﾌ)�ﾈ��69fﾙ�偃位��X橙�470クラス:優勝 

洋弓部 �7(5x6ﾈ5��八木理沙 �8ﾈ､8ｧy�h4�ﾘ6�4h8ｨ�ｸ48986�4��偃位��X橙�総合優勝 

ビジネス ����ｩtIOﾂ�東海学生アーチェリーインドア選手権大会 ��ﾘﾘytH��

東海学生ア-チェリー個人選手権大会 傚x��ﾌ)�ﾃｩtH��

日文 儉頴ij(甸�東海学生アーチエリ-インドア選手権大会 ��ﾘﾘytH��

陸上競技部 ��ﾘﾘr�松山直樹 �8ﾈ､8ｧy�izH�8ｺ8ｵｨ�ｴy�X橙�男子やり投げ:優勝 

水泳部 佝�2�磯谷華大 �I&ﾘﾊx�>��偃位��X蜜ｺ8ｵｩ�X橙�50mバタフライこ優勝 

歴史 冦��ｩdx���中部学生春季室内選手権水泳競技大会 鼎��ﾘﾌ)�ﾈ8�6�8ﾈ�ｳｩtH��

剣道部 囘�zR�細川慶 ��9?ｩgｹZxｻ8ﾆ��XｧxﾉY;��X橙�個人:3位 

経営 ���(讖K��全日本仏教系大学剣道大会 侘)�ﾃ｣8犬�

卓球部 佶(ﾔ��和田華澄 �8ﾈ､8ｧy�i�ﾈｸXｦYYI¥ｩ�X橙�女子1,2部ダブルス:優勝 

ビジネス ���8xﾔ饉ﾒ�東海学生卓球各部別大会 �&ｨ����)YH5�7X8ｸ5ΛtH��

幾枚 �(i�ﾉtB�東海学生卓球各部別大会 �&ｨ����)YH5�7X8ｸ5ΛtH��

ソフトボール部 佶(ﾔ��村主大輔 �8ﾈ､9&霎i�Xｧx8ｨ�ｸ4�&ｨ��5ﾈ7H6x7ｸ�ｸ8ｹ�X橙�ベストナイン 

健康 �>ﾉ$ｨ�9nr�東海地区大学リーク男子ソフトボール大会 �7�5�6x6�4892�

射撃部 �7(5x6ﾈ5��松下純一 �(iYHｧy�h8�487H8ｸ�ﾈ)�偃位��X橙�10mエアライフル立射60発競技:優勝 

日文 ����ﾉ�隸2�中部学生ライフル射撃≡姿勢大会 ���ﾘ7(�ｸ8�8�487H8ｹzx�C�Jﾘｺ8ｵ｣ｩtH��

空手道部 佶(ﾔ��二村智代 做斡y8ﾈ､9&霎hｿ8詹;��偃位��X橙�女子個人組宇:優勝 

東海地区大学空手道選手権大会 傚x��ﾌ)�ﾉ�x把ｩtH��

東海学生空手道選手権春季大会 傚x��ﾌ)�ﾉ�x蘒ｩtH��

心理 ��伜(ﾏy�2�東海地区大学空手道選手権大会 �&ｨ��ﾌ)�ﾉ�x蘒cVｶx決�3s�ｶyj)i罠tH��

日本空手協会東海地区大会 �ｩLｩ&ｨ���x蘒ｩtH��

バレーボール部(女子) 佶(ﾔ��青柳京古 鋲Eh4ｨ6(7b�国際大会出場 

居合道部 儂逸��小山田有希 �8ﾈ､8ｧy�hｸ�y;��偃位��X橙�初段の部:優勝 

歴史 佩9:�HI72�全剣達居合愛知県段別選手権大会 傀�&�,ﾉYCｩtH��

軟式野球部 �7(5x6ﾈ5��小川晃平 �(i?ｩ�Xｧy�i>韭駭ﾈｸYthﾔHﾏ�zﾉ�X橙�最優秀打者 

現企 處ﾘﾏｹ:��9�"�中日大学生軟式野球友好交流大会 俐YtH�8ｨ薰�



1 0月1 3日の創立記念式典で表彰を行ったクラブ団体及び個人

(対象期間:平成23年1 0月1日～平成24年9月30日)

団体a ･･xiS-β

クラブ名 ��X檠kﾂ�成嶺 

弓道部 �8ﾈ､8ｧy�hｷﾉ;��偃位��X橙�Aチーム:優勝 

愛知県下学生弓道選手権大会 傚x��&9�ﾃｩtH��

ソフトテニス部 �I&ﾘｧy�h5ﾈ7H6x6X6ｨ5��Xｧy�靱(8ｨ�ｸ4��ﾙ�X橙�優勝 

愛知学生ソフトテニス大学対抗リーグ戦大会 冲H��

硬式野球部 �Fｵﾒ�8ﾈ､2馭ｹzH���k�Hﾜ�ﾈ�.��ﾒ�優勝 

明治神宮野球大会 傀�tH��

愛知大学野球春季リーグ戦 冲H��

全日本大学野球選手権 �7�5�6s��

サッカー部 �I&ﾘｧy�h5H6(4ｨ�ｹ�偃位��X橙�優勝 

スキー部 �8ﾈ､8ｧy�hｮ��(5�4ﾈ�ｹ�X橙�優勝 

相撲部 ��8ﾙ�ｧy�i�ｩf��偃位��X橙�Cクラス:優勝 

ハレーボール部(男子) �8ﾈ､9�Xｧy&ｨ�6�8ﾈ�ｸ7ｸ�ｸ8ｸ8ｨ�ｸ4��ﾘ�ｴy�X橙�優勝 

愛知大学男女ボレーボールリーグ戦秋季大会 冲H��

競技ダンス部 乂y�hｺ8ｵｨ5�985��偃位��X檍ｧyD饅ｩ�ﾒ�2年生の部:総合優勝 

中部Ej本学生競技タンスラテン選手権 冲H��

中郡日本学生競技ダンス選手権種目別戦 �&9�ﾈ8�8ｸ63ｩtH��

ウエイトトレーニング部 �(hﾅ8ｧy�h7ｸ6h4(7(8ｹ�X橙�優勝 

日本拳法部 �(hﾅ9?ｩgｸｧy�hﾉﾙd��偃位��X橙�男子団体:優勝 

∃ツ卜部 做斡y(iYHｧy�i�偃位��団体二優勝 

ラグビー郡 ��8ﾙ�&霎i�靱)�Xｧx8�4�7(�ｸ7H6(6x7ｸ�ｸ8ｹ�X橙�優勝 

バレーボール部(女子) �I&ﾙ�Xｧy&ｨ�7ｸ8ﾈ�ｸ7ｲﾒ板�8｢ﾘ4��ﾘ�ｴy�X橙�優勝 

天皇杯.皇后杯全日本バレーボ-ル選手権大会愛H]県ラウンド 冲H��

空手道郡 �8ﾈ､8ｧy�hｿ8詹;��偃位��ｴy�X橙�女子団体組手:優勝 

日本空手協会東海地区大会 �&ｨ��&9�ﾈﾆ�I&9�ﾉ�x蘒ｩtH��x��&9�ﾈﾆ�I&9�ﾉ�x蘒ｩtH��

全国空手道選手権大会(団体戦) �&ｨ��雇�ﾈﾆ�｣X謙I&ｨ��&9�ﾉ�x蘒ｨ7�5�6s��

東海地区大学空手道選手権大会 �&ｨ��雇�ﾈﾆ�ｩtH��ﾈ���&9�ﾉ�x蘒ｩtH��

将棋部 �(hﾅ8�ｴy&9�ﾉ�ﾒ�B級:優勝 

吹奏楽団 �4�985H987X8ｸ5(986X5�6x蟹&ﾙ�X橙�トロンボーン4重奏:金員 

※その他､歯学部､薬学部の学生が歯科､薬学生を対象とした各種大会で優秀な成績を収めていますo

●どうしてパワーリフティング競技を始めたのですか?

きっかけは､大学4年の夏にバイク事故で脊髄を損傷し､リハビ

リのため車椅子バスケット競技をしつつも怒体競技になじめずに

いたとき､入院中に知人が持参してくれた雑誌に載っていた､ 【車

椅子生活者で､ 150キロを挙げるパワーリブター】との出会い

でした｡その選手から話を聞き競技のための練習を始めました｡

●始められたパワーリフティングはどうでしたか?

学生時代は､ボディービル部(現在ウエイト｣フテインク部)に所

属はしていましたが､練習嫌いで､持ち前の『パワー』だけで結

果を残していただけ､独学で体の解剖学､栄養学､コンデショ二

ンクまで勉強し､試行錯誤を繰り返しながら独自のトレーニング

方法を探究しました｡

〇　品蒜ニ'L,I㌫蒜ov'H r'MU＼J〉~ -〉〉~ーJ ~■~~

●今回ロンドン大会での7位入賞についてどんなことを感じ

ておられますか?

あまりよくないコンデシヨンの中で､ 『1 80キロを挙げ』アテネ大

会の成績を超えることが出来てよかったと思いますo競技を支え

てくださった多くの関係者､とりわけ勤務先のご理解ご支援に深

く感謝しています｡

●今後パワーリフティングにどう関わっていかれますか?

日本の身障者スポーツは､リハビリの延長線上の体感機能回復目

的のためで､競技強豪国では､純粋に競技として位置づけている

ため､競技者に対する理解と支援活動に依然と差があります｡そ

のためにもっともつと身障者スポーツの理解と発展のため情報を

発信していきたいと思います｡

プロフィール

平成　7年

平成　9年

平成10年

平成16年

平成24年　6月

平成24年1 0月

パラリンピックロンドン大会パワーリフティング競技

75キロ級で7位入賞した宇城元(うじろはじめ)さんを

愛知学院大学法学部卒業

㈱サガミ入社

パワーリフティング競技を始める

アテネ大会パワーリフティング　67.5キロ級8位入賞

愛知学院大学法学部同窓会表彰

ロンドン大会パワーリフティング　75キロ級7位入賞

田-



私のふるさとは名古屋･駅西の中村公園で､地元が輩出した偉大な人物は名古屋まつ

りの英傑行列でもお馴染みの豊臣秀吉､カロ藤清正です｡

私の卒業年度は沖縄返還の翌年､昭和48年o当時の大学は現在のように新しく広大

な日進キャンパスではなく歴史を感じさせる楠元学舎(本山)にあり､当時は敷地内に一

貫教育を目標とした中学高校が併設されていました｡

私が本校を志望したのには三つの動機がありました｡ 1 0歳上の兄が法学部OB (バレ
ーボール部)であったこと､私の出身校が愛知高校であり仲間が多く進学した事と､家の

宗派が曹洞宗で``行学一体･報恩感謝"の教育方針に共感を覚えていたことなどですo更

に付け加えれば､昭和44年に地下鉄が名古屋駅～中村公園が開通したことにより大学　ぎ

のある本山まで約30分で乗り換えなしで行けたことも要因でしたo

昼の休憩時問に足繁く通った城山神社(末盛城虻)境内にある帝冠様式の昭和塾堂　｣__A

は､愛知県が昭和初期にt`人づくり''の殿堂として建設したもので､その荘厳な景観は学

生時代の懐かしい思い出のひとコマです｡

2012年3月　イギリスハースにて

クラブ活動は､高校･大学と7年間剣道部に所属し､厳しさに打ち克つ精神力を鍛えられた事がその後､社会に出てからの営

業力(新規開拓･人脈形成層理職としての統率力)の礎となったことは決して過言ではありません｡

私が中学2年の時に父(当時54歳)がガンで他界し､母からの学費援助と授業後のアルバイトで生活費を工面し学校に通っ

ていたので､授業を無断欠席することは決して許されませんでした｡現在は法学部同窓会でも一緒に活動をしている服部賢

子さん､伊藤照夫さん､加藤英明さんとは40年来の良き学友です｡

雪洞宗の開祖･道元禅師の教え｢生きている毎日そのものが修行である-一生修行｣を実践し､私を支えて下さる周囲の人間

関係に感謝の気持ちを持って逆境を糧に何事にも前向きに､還暦を過ぎた今も"学生の気持ち'で何事にも真筆な気持ちで挑

戦し続けていますo

次回は､宮本(旧姓近藤)なつ江さんにバトンタッチします.宮本さん､よろしく! 小川　守(昭和48年卒)

美加yJ‡束縛介

･__歯∴≡ ∴T予∴

TL-:'竿.T三
･二.･.j∴二p

め､雷の天然記念物､岐阜県本巣市(旧機尾村)の淡墨桜の分け木もあるんですよo　キャンパス内を散策しながら､お気に入り

のスポットを見つけてみてはいかがでしょう｡ぽかぽか陽気の中､お弁当を広げれば､その味もまた格別です｡

詳細は大学ホームページで告知されますので､皆様お誘い合わせの上､是非お越しください｡

『フェイスブックで､よく見かける(:いいね持ってほんと!いいのり』明察　トシ

- ��2��-I ��R�大学謹 ��学部同窓会会報27.ql3.崇 
- � 剪�
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