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法学部

編集後記

リレー 第8回

「私のふるさと」「私のふるさと」

法学部 同窓会 会報 2018.1.1

私には３つのふるさとがあります。
　　　１つ目は、生まれてから小学校卒業まで過ごした名古屋市中区です。自宅から小学
校まで遠かったので、歩いての通学は体が強くなり、今の自分の体の源になりました。
２つ目は、中学から大学を卒業し、就職するまで過ごした名古屋市熱田区です。中学では
水泳部に所属し、夏は真っ黒になりました。中学・高校と同じだった仲の良いともだちが近所
に住んでいたので、学校の帰りはまず友達の家に帰り！？、音楽を聴いたり、おしゃべりをし
たり、地元のお祭りに行ったりする毎日を送っていました。大学では、湯浅道男先生にプロゼ
ミからゼミまでずっと指導していただきました。ゼミでは、勉強の他にゼミコンパ、夏合宿、
スキー合宿、ボーリング、カラオケなど色々な行事があり、いまだに交流が続いています。卒
業の際には、湯浅先生よりゼミ生一人一人に色紙をいただきました。私には「道一筋」と書か
れていました。この時代に尊敬できる先生に出会い、良い友もでき、色々な経験をし、社会人
になる準備ができたのではないかと思います。
３つ目は、大学の講義で席が前後していたのがきっかけで、私の後ろに座っていた主人と
結婚し、嫁いだ愛知県尾張旭市です。名古屋市の北西に位置し、田んぼ、畑、雑木林が多く、
豊かな自然が特長です。桜祭り、夏祭り、市民祭、農業祭、天体観測会（スカイワードあさ
ひ）など行事が多く、にぎわいます。春には田んぼでおたまじゃくしとり、夏にはウシガエル
の大合唱を聞き、秋はとんぼを追いかけて育った二人の子供たちも成人しました。半白(５０歳)になった私たち夫婦がウォーキン
グすれば、すれ違う人と自然と挨拶ができるいいところです。是非、桜などを見にお越しください。 山崎里美（旧 小栗）（H2年卒）

次号から、総会案内も兼ねる会報にリニューアルします。これからも広報部員にお力添え下さいますようによろしくお願いします。（利）

「思い出の“道一筋”の色紙」「思い出の“道一筋”の色紙」
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地方同窓会レポート
OB・OGが利用できる大学施設
同窓会ホームページ
法学部同窓会活動インフォメーション
事務局からのお知らせ
クラブ活動成績
クラブ・サークル紹介
リレー「私のふるさと」
キャンパス紹介

平成29年度定期総会・懇親会
法学部が名城公園キャンパスに移転！
くらしの法律相談／OB弁護士一覧
司法試験に合格
法学部奨学生からのメッセージ
OBが藍綬褒章を受章
OB講座「キャリアデザインと法学」
先生お元気ですか？
OB・OG会合報告

2017年秋 愛学祭のスナップ写真

今回は、2020（平成32）年に法学部の移転が決まった名城公園キャンパスをご紹介します。
建物はその名の通り名城公園の東に位置し、商・経営・経済学部のビジネス系3学部が2014年4
月より使用しています。環境型キャンパスとなっており、太陽光発電はもちろん、地中熱を利用し
た換気システムやLED照明を採用し、これまでに経済産業省後援の「省エネ大賞 省エネ事例部門
省エネルギー会長賞」他を受賞しています。
グラウンドや学生駐車場はありませんが、多人数授業や講演に利用できるホール「明倫」や最新

のビジネス誌を揃えたカフェ、坐禅体験ができる「放
光台」等の設備も充実しています（一部施設は一般の
方も利用可能）。また、キャンパスと同時期に立ち上
がった「地域連携センター」では、地元商店街と協力
した企画・運営や、オリジナル商品の開発や販売、旅
行商品の開発プロジェクトを立ち上げ、実践的教育
を担うこれまでにない教育拠点となっています。
法学部移転後は全学的な活動が益々活発になるこ

とでしょう。

写真１　概観（AGALS Tower）
写真２　ソーラー発電量やCO₂排出量がリアルタイムに表示される環境ディスプレイ
写真３　ワンコインでランチが楽しめるカフェ（猿Cafe）　※一般の方も利用できます
写真４　さわやかな風を感じて休憩できる屋上庭園「AGスクエア」

　　　　　　名城公園キャンパス：
　　　　　　http://www.agu.ac.jp/project140/campus/

地域連携センター：
https://chiiki-renkei.agu.ac.jp/

キャンパス紹介

名城公園

キャンパス

１ ２ ３ ４



定期総会・懇親会定期総会・懇親会平成29年度 開催報告
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定期総会は、「梅の間」で開催され伊藤会長挨拶後、
下記議案を提議し、質疑応答後全ての議案が承認されました。

平成29年度定期総会・懇親会は、平成29年6月25日（日）に名古屋東急ホテルで開催され240余名の方の参
加をいただきました。定期総会は午前11時15分から、懇親会は定期総会終了後、昼12時から開催されました。
懇親会は、中野理事長・小出学院長・南川法学部長等の挨拶の後、広島同窓会代表幹事山崎さんの乾杯で進

められ、毎年楽しみにしている大抽選会も行わ
れました。

抽選会終了後全員で校歌斉唱し、
おひらきとなりました。
当選された方おめでとう　　　
ございました。

今回の同窓会・総会では新しい取り組みをいたしました。

①定期総会開催開始が午前１１時１５分、　　　
懇親会は昼１２時からとしました。

②懇親会の司会、進行を学生サークルの大学放送
文化研究会の学生さんに担当していただきました。

③東海３県（愛知・岐阜・三重県)以遠からの参加
者に交通費の補助をいたしました。

総会報告

１．平成28年度事業報告
２．平成28年度会計報告
３．監査報告
４．平成29年度事業計画（案）
５．平成29年度予算（案）

議　題

今回もダメかと諦めていたと

ころ、私の抽選番号を呼んで

いただき、過去最高の二等賞

を頂戴しました。今シーズンの

冬は暖かい布団で眠れます。

　S51年卒　青木 善昭さん

２等賞 ふとん乾燥機 Get!
卒業以来46年が経ちますが、

同窓会は2回目の出席で一等

賞をいただき幸運にめぐまれ

ました。懐かしい方々に会え楽

しいひとときを過ごしました。

　S46年卒　満仲 正次さん

１等賞 エアウィーブ Get!

平成30年6月30日（土）に
開始 午前10時から（予定）

名古屋東急ホテル
で開催します。

平成30年度の同窓会 定期総会・懇親会は平成30年度の同窓会 定期総会・懇親会は

※総会案内は5月中旬にお送りします。

恩師との再会を楽しみに・・・
同級生との再会を楽しみに・・・
大抽選会の当選を目指して・・・
是非、ご家族お連れでご参加下さい！！

1 等
2 等
3 等
4 等
5 等
6 等
家族賞もあります。

大抽選会の景品のテーマは「小さな感動を！！」

※景品は変更になる場合があります。

床拭きロボット ブラーバ

レイコップ／ヘルシオ ホットクック

ドライブレコーダー／スチームアイロン

野球観戦チケット（ペア）

グルメ券

オリジナル バームクーヘン

司会・進行役で懇親会を盛り上げて
くれた学生サークルのお二人

豪
華
景
品
が

　  

ズ
ラ
リ

！！

豪
華
景
品
が

　  

ズ
ラ
リ

！！

先般はお
世話にな

りました
。

交通費の
補助、大

いに助か

りました
。

夕方から
は友と酒

を酌み交

わしまし
た。

S49年卒
　Nさん　

  

交通費の補
助を

　受けられ
た方から交通費の補
助を

　受けられ
た方から
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2014年4月に開設した名城公園キャンパス（ＭＫＣ）は、商学

部・経営学部・経済学部のビジネス系3学部体制でスタートし

ました。大学は2016年秋に隣接する南側の国有地約8,000㎡

の取得および法学部の移転を決定、法学部では実務委員会を

組織して2020年4月の移転に向けた準備を進めています。

2017年10月現在、建物の基本設計が固まり、建設会社を決定

する段階にあります。　　　　　　　　　　　　　　　　

　ＭＫＣでは法学部とビジネス系3学部との共同による、新し

い教育研究の実践の場を実現する「社会科学の一大拠点」を

目指すとともに、法学部の特色として、3つのコンセプトを打ち

出しました。

　

現在、全学部の初年次教育は日進キャンパスで行われてい

ますが、法学部は初年次から4年次まで、ＭＫＣでの一貫教育

を行います。教養部と専門学部が協力してこれまで以上に有

益な初年次教育を導入、実践します。その一つとして、学生同

士が支え合う「ピアサポート」の充実を図ります。5年前から、

週１回、上級生が下級生の様々な相談にのる学習支援室「ぴ

あさぽ」を設置し、成果を上げていますが、この拡充を図ると

ともに、４学部共同のピアサポートへの発展が期待されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

社会科学系4学部の集結による相乗効果を発揮する、特色

あるカリキュラムを構築します。既に3学部では共通科目や連

携科目を設け、学部、学科を超えた教育を行っていますが、法

学部の参画による新たな共同の形を提案したいと思います。

研究面においても、法学研究にとどまらず、新たな社会科学

研究の可能性が広がります。また、地域社会との連携も重要な

テーマであり、地域活性化のための法学的アプローチを探求

していきます。

ＭＫＣは、行政や司法の官庁をはじめ、弁護士会館、弁護士

事務所などが集まる官庁街に位置し、法学部が教育研究活動

を行う最適な場です。この立地を生かし、行政や司法、企業、

地域の方 と々連携を図り、愛知学院大学における地域貢献お

よび社会人教育の拠点としての役割を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

地下鉄名城線「名城公園駅」から徒歩約5分に立地するＭ

ＫＣは、学生にとって通学の利便性が大きな魅力です。通学時

間の短縮のほか、講義の開始時間が早くなるため、公務員試

験対策講座をはじめ、行政書士や宅地建物取引士など各種資

格取得のための講座受講など、終業後の時間の効率的活用が

可能であり、アルバイトの選択肢も広がります。その一方で、日

進キャンパスに比べて面積が縮小することへの対応が必要で

あり、学生が授業の合間に時間を過ごす公共スペースの確保

には特に配慮しました。　　　　　　　　　　　　　　　

　移転のメリットとして、志願者数増加も期待されます。さら

に魅力ある法学部を訴求することにより、18歳人口の減少とい

う厳しい環境を乗り切らなければなりません。移転による志

願者数への影響の分析はこれからですが、4年次からの移転

を告知していた現1年生においては、現代社会法学科の前期

試験Ａへの志願者が前年度から倍増したことは移転と無関係

ではないと思われます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

法学部移転と同時に、法学部同窓会事務局もMKCに移転

する前提で計画を進めています。毎年開講している「キャリア

デザインと法学」は、法学部の特色の一つであり、同窓会のネ

ットワークによって講座運営が可能になっています。今後も同

窓会には協力関係の強化ならびにご支援をお願いします。

2020年4月より、法学部および大学院法学研究科は、日進キャンパスから名
城公園キャンパス（ＭＫＣ）に移転します。学生の利便性を高めるとともに、商学
部・経営学部・経済学部とともに「社会科学の一大拠点」として、新時代に相応し
い教育・研究を展開する方針です。18歳人口が減少に転じる2018年を迎え、さ
らに魅力ある法学部の実現を目指すという。その基本構想を南川和範法学部長に
伺いました。（2017年10月 栄サテライトにて）

2020年4月、
法学部が名城公園キャンパスに移転！
2020年4月、
法学部が名城公園キャンパスに移転！

南川法学部長に伺う

■名城公園キャンパスを「社会科学の一大
　拠点」に

1.初年次教育のさらなる充実　

2.社会科学の一大拠点に相応しい特色ある教
　育研究活動

3.地の利を生かす　

■都市型キャンパスのメリットを最大限に
　生かす

■法学部同窓会事務局も名城公園キャン
　パスに移転を予定

法律相談くら
しの

くら
しの

本学卒業生弁護士による 第7回

１ はじめに
相続にあたって、親に借金しかないのに、残された子

供たちは、その借金を返済しなくてはいけないのでしょ
うか。また、親に財産はあるが、それ以上に借金がある
場合に、何とかその財産の範囲で相続することはできな
いのでしょうか。今回は、このように被相続人（死亡した
人）に借金がある場合の相続問題についてお話しします。

２ 相続放棄
まず、相続放棄についてお話しします。これは、文字

通り、相続すること自体を放棄する方法です。これを行
えば、初めから、相続人ではなかったことになるので、相
続人の借金がたとえ１億円あろうと１円たりとも返す必
要がありません。しかも、これは相続放棄をしたい人が
単独で行うことができます。ただ、いくつかの点に注意
が必要です。相続放棄をすると、相続人ではなくなるた
め、相続人の積極財産（建物や土地等）についても一切
相続することはできなくなります。そして、相続放棄は、
相続人が亡くなってから原則３か月以内に家庭裁判所に
その旨を申述（申し出）する必要があります。また、相続
財産の一部を処分したり、隠したりしたときは相続放棄
をすることはできません。

３ 限定承認
次に限定承認について、お話しします。これは、相続

人の積極財産の限度においてのみ、消極財産（借金等）
について弁済する責任を負うという相続方法です。これ
は、被相続人の負債の額が不明な場合などに有効な方
法といえます。もっとも、限定承認も、相続放棄と同様、
家庭裁判所に申述する期間制限や、相続財産を隠匿し

た場合に限定承認ができなくなるなどの縛りがありま
す。また、相続放棄との大きな違いとして、相続人全員
でしなくてはならないため、相続人間で足並みが揃って
いない場合にはできないという点があります。さらに、
税法上の問題として、みなし資産譲渡というものがあり
ます。これは、相続人が限定承認をすると「相続が開始
したとき（被相続人が死亡したとき）」に「その時」の
「時価」で資産が譲渡されたものとして課税対象にな
るというものです。このように、限定承認は、手続きの
煩雑さや税法上の問題があることから、活用されてい
る例はそれほど多くないのが実情です。

４ 被相続人の負債状況調査
最後に、被相続人の負債状況調査ついてお話ししま

す。1つは、関係書類を確認する方法です。たとえば、金
銭消費貸借契約であれば、契約書や催告状等をみれば
債権者がわかります。また、被相続人が不動産を所有し
ていた場合には、法務局で取得できる登記事項証明書
に抵当権設定の有無のほか債権者の名前が記載されて
いますので、それらを確認するのがいいでしょう。もう１
つは、個人信用情報の開示請求をする方法です。金融機
関は、信用情報機関を作っており、そこに信用情報の開
示請求をすることで、被相続人の信用情報を得ることが
できます。銀行であれば、全国銀行協会、クレジット会
社であれば、（株）シー・アイ・シーがあります。なお、被
相続人の財産状況を把握するためには時間がかかり、相
続放棄等の申述期間内に調査が終わらないこともあり
ます。その場合には、家庭裁判所に請求することで申述
期間の伸長ができます。覚えておいてください。

～親が多額の借金を残して死亡した場合、
　　残された子供たちはどうすればいいでしょうか？～

弁護士　西野 直樹

氏　名　　　　　所属先　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

本学卒業のOB弁護士本学卒業のOB弁護士

村田法律事務所
佐賀千惠美法律事務所
隼綜合法律事務所
あすなろ法律事務所
東海ブライト法律事務所
堀田泰成法律事務所
いこいの森法律事務所
高蔵寺駅前法律事務所
弁護士法人春日井法律事務所
実法法律事務所
三浦法律事務所
いこいの森法律事務所
弁護士法人クローバー
ふるげん法律事務所
せせらぎ法律事務所
永谷和之法律事務所
弁護士法人名城法律事務所名古屋事務所

名古屋市中村区大秋町３-29 ユーハウス本陣202
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
名古屋市中区錦２丁目-3-11｠ニシキ21ビル８階
名古屋市中区丸の内２丁目-1-37｠エスパシオ丸の内３階
東海市大田町後田95-1｠I.P.S.大村４階
名古屋市中区丸の内３-41 AMビル９階
名古屋市中区丸の内３丁目6-41 DDSビル３階
春日井市高蔵寺町４-6-12｠コスモビル302
春日井市鳥居松町５-78｠名北セントラルビル６階
名古屋市中区丸の内２丁目1-37｠エスパシオ丸の内８Ａ
豊川市新栄町2-1 神戸ビルエクセラン1階西
名古屋市中区丸の内3丁目6-41 DDSビル３階
名古屋市中村区名駅４丁目-3-10 東海ビル４階
沖縄市知花１丁目20-8
名古屋市東区白壁２丁目1-21 コンセール白壁３階
岡崎市羽根北町４-2-２８
名古屋市中区丸の内３丁目5-10 名古屋丸の内ビル４階

052-446-5138
075-841-6730
052-222-8055
052-201-7391
0562-85-4947
052-962-2208
052-951-6311
0568-53-0057
0568-85-4877
052-202-8838
0533-95-2666
052-951-6311
052-561-5400
098-989-5489
052-228-0156
0564‒58‒3151
052‒961‒3071

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

みのり

（敬称略）
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おめでとうございますおめでとうございます
秋の叙勲で藍綬褒章を受章秋の叙勲で藍綬褒章を受章
　　　　　　　   すなお

今 村　 順 さん （旧姓鈴木）（昭和53年卒）
　今村さんは永年、金属熱処理の技術者の教育に尽力されこの度の受章となりました。
現在は、熱処理加工会社の日高工業社長を務められています。
また今村さんは、学生時代から親しまれた合唱（当時グリークラブ）を通じて被災地支
援のボランティア活動、社会貢献活動にも精力的にとりくまれています。
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本年度法学部奨学生
からのメッセージ
本年度法学部奨学生
からのメッセージ

　平成29年6月25日の同窓会総会に続く懇親会の
席上で、平成29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。

これまで充実した学生生活が送れたのは、
家族、先生方、先輩方や友人がいるからこそだ
と思います。残りの学生生活では法学部奨学
生として自覚を持ち、お世話になった方々に感

謝をしながら悔いの無いように勉学やサークル活動に取り組みたいと
思います。そして社会に出ても愛知学院大学の法学部同窓生の名に恥
じぬよう、夢や目標に向けて日々努力をしてまいります。

私が勉学に励む事ができるのは、教授方や
学校関係者、家族等の支えがあってのことだ
と思っています。今後も、皆様の御支援に恥じ
ぬよう、より一層勉学に励み、本学の卒業生と

して社会に貢献できるように日々精進したいと思います。

倉橋　春佳（くらはし　はるか）
現代社会法学科 4年

奨学生としての自覚を持ち、他の法学部生の
模範となれるよう、より一層勉学に励んでいき
たいと思います。日々の大学生活を送ることが
できるのは、両親、先生方など周りの人達のお

陰です。感謝の気持ち、謙虚な心で残りの大学生活を過ごしていきたい
と思います。

新井　拓海（あらい　たくみ）
法律学科 4年

今回私が選んで頂けたのも、両親、先生方、
先輩方、友人等多くの方々の支えがあったから
だと思います。皆様への感謝の気持ちを忘れ
ず、また奨学生の名に恥じぬよう、より一層勉

学に励み、自分の目標に向かって努力をしたいと思います。

加藤　真悠（かとう　まゆ）
法律学科 3年　

これからも自分を支えてくれている家族や
先生方への感謝の気持ちを伝えていきたいと
思います。また、奨学生の名に恥じることのな
いよう選んで頂いた皆様のご期待に添うべく

残りの学生生活も精一杯努めていきたいと思います。

飼沼　里奈（かいぬま　りな）
法律学科 3年　

小泉　章裕（こいずみ　あきひろ）
法学研究科 2年

私は、大学中退後スポーツ関連施設にて約２０年働いた後、育児のため退職しましたが、そのかたわらに通信制
の大学で法学の勉強を始めました。そして、社会でのトラブル解決の役に立ちたい、また、自分の限界に挑戦した
いとの思いから、素晴らしい施設環境を備え、立派な先生方を擁する愛知学院大学法務研究科に進学し、修了後
３回目にしてようやく司法試験に合格することができました。これもひとえに、在学中及び修了後にわたって数多
くの課外ゼミを開講していただき、長きに渡ってご教授いただいた先生方、数々の手続を取りまとめ環境を整えて

いただいた事務局の皆様、陰ながらご支援いただいたＯＢ諸先輩方のおかげだと思っております。誠にありがとうございました。これからも
建学の精神である「報恩感謝」を胸に、さらなる精進に努め、頂いたご恩を社会に還元できるように努力していきたいと思います。また、十分
に合格の可能性をもつ修了生が未だ日々勉学に励んでいます。これからも皆様には変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

白井　弘昭（しらい　ひろあき）

　建築家になって、自分の理想のすべてを詰め込んだボールパーク（野球場）を作る、というのが昔の夢でした。し
かし、姉が放った「理系は女の子が全然いないんだよ。ほとんど男しかいないんだよ。」との一言によって、理系
に進むことを断念し、ボールパークの夢はあえなく潰えました。その後、何やかんやあって弁護士を目指すことを
決意し、平成29年、無事に司法試験に合格することができました。私が司法試験に合格できたのは、ひとえにこ
の大学の先生方の薫陶を受けたおかげです。この場を借りて心から感謝します。人類の幸福な生存に、ほんの僅

かでも貢献すること。そして、これこそが正義だと心の底から思えるような楔を、この世界に打ち込むこと。弁護士として、そんな仕事ができた
らいいなと思っています。

中島 恵一郎（なかしま けいいちろう）

司法試験に合格司法試験に合格
合格者の喜びのメッセージ

平成29年度において講義していただいたOB・OG（敬称略）
講　師 ジャンル講義日 テーマ

平成29年度は4/12～7/12の日程（毎
週水曜日）で、13講義を実施いたしました。
OB講座“キャリアデザインと法学”は今
回で第14回目をむかえました。

OB講座の成果は即座に出るものではありませんが、今
年度の公務員試験合格者数の伸長は喜ばしい実績と推察
されます。
また、OB講師の方々も母校の後輩達が目指す分野への
社会進出を強力にバックアップして下さっておりますが、
学生本人が自己潜在能力を過小評価するのではなく、折角

の機会ですので大きな“夢”に向かって数社の面接に挑戦して勝ち進んで頂きたいと願っています。
是非、皆様も後輩たちの為にOB講師としてご参加下さい。（詳細は同窓会事務局まで！）

4/12

4/19

4/26

5/10

5/17

5/24

5/31

6/7

6/14

6/21

6/28

7/5

7/12

広告代理業

金属加工販売

物流

アパレル通販

教育

福祉・介護

弁護士

金融
土地家屋調査士
司法書士・行政書士

出版

公務員（警察）

公務員（自衛隊）

公務員（消防）

加藤　智生

高橋　照幸

吉田　賢司

柴田　明義

山原　康治

谷川原　良太

菊田　直樹

寺本　佳弘

新田　佳良

鈴木　雅人

河合　博明

佐部利　誠

中野　隆史

中電興業（株）　アド・サービス部　次長

豊田スチールセンター㈱

パナシアロジ（株）取締役営業部長

（株）ウィンフィールド　代表取締役

大阪高等学校　教諭

志摩養護老人ホーム　花園寮　施設長

あつた法律事務所

百五銀行

新田法務測量事務所

新日本法規出版 ㈱　編集第一局　編集第一部　副課長

愛知県警察

防衛省　陸上自衛隊　第13旅団司令部　法務幹部

名古屋市消防局　消防部特別消防隊　消防士長

身近な広告について

人事の仕事とは

物流業界の仕事について

起業の魅力について

これからの教師に求められるもの

福祉業界の課題と将来への動向

弁護士の仕事

銀行の仕事について

土地家屋調査士と司法書士の仕事

法律書籍出版社の仕事について

警察業務のやりがいについて

『百万一心』法務幕僚の重要性と役割

消防の仕事について

OB講座 キャリアデザインと法学キャリアデザインと法学

　平成29年9月12日に法務省より平成29年司法試験の合格者
が発表されました。平成29年は本学法科大学院（ロースクール）
の修了生のなかから2名が司法試験に合格しました。
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OB・OG会合
開催報告

OB・OG会合
開催報告

「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、2,000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。）

恒例の親睦会を平成28年11月10、11日一泊二日今回は、伊賀上野方面を計画しま
した。宿に電車マイカー又相乗りで午後３時頃全員集合し夕食を囲み久しぶりの再会
を喜び近況報告を交し楽しい一時を過ごしました。古稀も過ぎ、後期高齢者の仲間入
りと相成ました。従って各々の健康維持管理方法の話題が多くなり、今回の欠席者も
身体不調の原因が有りました。翌日早朝湯を浴びながら青山高原の眼下に棚引く雲海
に浸り絶景を暫し楽しみました。芭蕉翁生家、執筆や起居した「釣月軒」を訪ね翁の一
面に接した思いです。伊賀信楽古陶館に立寄り古伊賀焼の自然釉窯変模様の美しさに酔しれました。昼食は御当地伊賀の味田楽に
舌鼓をし、伊賀城のすばらしい石垣を見学しました。来年の再会は些かの不安を感じながら帰路につきました。「芭蕉忌や友と旅行
く生誕地」「冬紅葉窯変模様古伊賀焼」「雲海や湯煙りなびく秋深し」　駄作を御笑納下さい。 森　治男（S40年卒）

山野先生を囲んで、３回目のクラス会を行いました。平成26年11月に集まって、はや２
年。パワフルな先生とメンバーのフレッシュな近況報告や懐かしい話題で大盛り上がりでし
た。残念ながら仕事の都合等で参加できなかったメンバーとも、ＳＮＳを介して情報交換し
たり、ネタは尽きません。忘年会シーズン真っ只中の居酒屋で催したこともあり、お決まりの
「延長戦」は実現できず。満場一致で「二次会」へ突入です。名駅周辺に詳しいメンバーの
先導で、酒場を求めて彷徨う様子は、某番組の「なんとか放浪記」のようでもあり（笑）。お
店が閉まるまで楽しいひとときを。来年も全てのメンバーに声を掛けて元気な姿でこの場に
集まろう！と約束して、それぞれが家路につきました。卒業して22年経ちましたが、強いままの結束。私たちにとって大きな宝物で
す。色褪せることなく、輝きを増していくことを期待しつつ・・・。お楽しみはこれからも続きます。 落合　幸夫（H4年卒）

鈴木敏和先生が、88才の米寿の年を迎えられるので、毎年１月に開催する鈴木先生を
囲んで、一回生、二回生が中心の「叟叟会例会」と「鈴木敏和先生の米寿を祝う会」を名
古屋駅前のキャッスルプラザで開催致しました。今回は鈴木先生の奥様も参加されまし
た。事務局長加藤次男君の司会で新会長の挨拶から始まり、平成28年に叙勲の表彰を
受けられた水野治太郎君の乾杯、鈴木先生のプロフィールが紹介され、鈴木先生ご夫妻
に記念品が贈呈されました。次に鈴木先生のご挨拶があり、鈴木先生が愛知学院に就任

する為名古屋駅に降りられた時の事、初めて一回生との出会いの印象等々を大変嬉しそうにお話しされました。最後に校歌斉唱を
し、準硬式野球部卒業生の浅野安彦君の中締めで閉会、大変楽しい和やかな会でした。 中井　修二（S36年卒）

平成29年１月21日恒例の新年会が、錦三丁目のラウンジ「ノリピース」で開催さ
れました。伊藤先生からは、平成28年７月８日に11名で行ったＯＢ会35周年台北
記念旅行の思い出が語られました。台風の雨のあい間に上げた天灯（ランタン）に
「元気幸せ…」と書き、こうやって皆と会えるのも大きな幸せの一つとのこと。この
日は、18年ぶりに車椅子で参加した白木君（56年卒）をはじめ男女17名が集ま
り、旅行ＤＶＤを見ながら楽しい思い出話に花を咲かせました。近況報告では、娘
がなんとライバル会社の常務と結婚することになった野本君（56年卒）や村井さん（55年卒）の楽しい定年話など会場が貸切では
ないかと思わせる程にぎやかに盛り上がりました。平成29年に81歳を迎えられる伊藤先生はじめ健康には充分注意をして、又次回
の新年会に参加することを、全員で誓いながら散会となりました。 鈴木　厚司（S56年卒）

バーバリアン／平成28年11月10日（木）

山野ゼミ／平成28年12月17日（土）

叟叟会（鈴木敏和先生の米寿を祝う会）／平成29年1月15日（日）

伊藤ゼミOB会／平成29年1月21日（土）

卒業以来、毎年欠かさず行っている恒例行事です。当時の卒業アルバムと謝恩会の実行
準備のために集ったメンバーが、ご担当いただいた先生が梅川先生であったために卒業後
も意気投合し、開催しております。各メンバーも年を重ねて色々な思いを持って集まり、学生
時代の昔話や他の先生方の話など話題はいつも尽きることなく、時間の経過も忘れて盛り
上ります。ここ最近は、法学部ＯＢ講座の講師をお受けした縁もあり、かなり高度な話題に
夢中になりながら議論の場となっています。ちょっと残念なのは、この集まりは卒業アルバ
ム製作のため集っていますが、ここ数年、卒業アルバムを製作していないことを聞いて寂し

く思いました。どなたかのお力添えで復活させて欲しいと思います。色々な諸事情はありますが。　　  後藤　隆文（H4年卒）

法学部卒業アルバム委員OB会／平成28年12月10日（土）

そうそうかい
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政治学への道を拓いた哲学との出会い
梅川先生が生まれたのは、熊本駅から5分ほどの、かつて
問屋街として賑わいを見せた町である。家業は菓子問屋。
子供時代は「大草原を駆け巡るような天真爛漫な少年」だ
ったという。ところが、中学生になると精神性に変化が生じ
てきた。まず、形式的な授業に違和感を覚えるようになる。
教科書の「電車や自動車の発明が暮らしを便利にし、人々
を幸せにした」との記述に「便利さと幸せは関係ない。教科
書は間違っている」と反論。教師と1時間にわたる議論を展
開したこともあった。しかし、納得のいく答えは思うように得
られない。
そんな少年の心に触れたのは哲学入門書だった。出隆

（いでたかし）の「哲学青年の手記」、山崎正一「哲学入門」、
西田幾多郎「善の研究」などを夢中になって読んだ。本の
中では、ニーチェやホッブズ、ロックといった哲学の偉人た
ちが“人はどう生きるべきか”と悩みもがき、ソクラテスは
“無知の知”を説いていた。「自分と同じことを考えている人
がいたと知った時の、あたたかな腕に抱きしめられたよう
な感覚は今も鮮明に残っています」
この頃、少年は熊本市街を一望できる裏山の頂の大き
な岩に寝転び、毎日のように思索にふけっていた。街並み
や機関車を眺めながら、幸福とは何か、なぜ貧富の差が生
まれるのか……飽きることなく考え続けた。いつしか「人々
の暮らしや社会の姿と哲学との関係を追及したい」という
思いが芽生え、政治学の道を進んだ。
イギリス政治の研究者として多くの著書を発表し、メディ
アでの解説の機会も多いが、いまも考えを整理したい時に
は少年時代の“直観”に戻り、判断するという。2004年に
「ブレアのイラク戦争」（朝日選書）を出版し、この戦争を激
しく批判したが、当時、戦争支持の立場にあった日本では、

多くのメディアが先生の主張を否定したという。しかし、そ
の主張の正しさは、2016年にイギリス政府のイラク戦争
調査委員会が発表した報告書で裏付けられた。「私は政治
学者として、批判を恐れずに、書くべきことを書いていきま
す」とあらためて政治学者としての信念を語る。

現代社会を学生から教えてもらう幸せ
梅川先生は「学問における判断基準は“論理と証拠”であ

り、決して他のことに左右されてはならない」と語る。イギ
リス留学の恩師ロイドン・ハリスン教授がそうであったよう
に、一方的に講義をするのではなく、学生との対話の中か
ら真理を探究する。
「例えば、吉田拓郎とミスチル(Mr.Children)はどう違う
のか、なぜ現代の若者がミスチルの歌う孤立感に共感する
のか……。現代社会を読み解くための視点を学生から教え
てもらっているのです。いまを生きる若者と語り合い、刺激
を与えてもらえる。教師とはつくづく幸せな仕事です」
現在、先生は学生との議論から生まれたアイデアをもと
に、『おとなしいさんとげんきさんの間』(仮)と題した著書
を執筆中だ。社会では、決められたルールや上下関係の中
で“おとなしく”生きることが求められる。一方で、国際社会
で日本が大国と渡り合っていくためには“げんきさん”が必
要だが、節度を見失ったエゴイストが権力を握ることの危
険性は歴史が証明している。“おとなしいさん”と“げんきさ
ん”のバランスをどのようにとればよいのかを先生は新著
で問いかける。
結びに、同窓会へのメッセージをいただいた。「皆さん
は、困難を突破していく強さを持ち、人生をかけて良い仕
事をすることを目標にしてください」
ご自身の来し方を振り返った言葉でもあるのだろう。

学生との対話から
 現代社会を読み解く

梅川正美先生は、政治学、中でもイギリスと日本における政治の比較研究を専門とする政
治学者である。熊本で過ごした少年時代に出会った哲学が法学への扉を開き、社会と人間
のあるべき姿を探求する精神を萌芽させた。そして現在、次代を担う学生とともに現代社
会について対話し、対話の中から生まれる新たな発見に喜びを見出している。

■学　歴
1980年　名古屋大学大学院法学研究科　
　　　　政治学専攻博士課程後期単位取得退学
1981年　英国政府給費奨学生

■職　歴
1980年　名古屋大学法学部文部教官助手
1981年～82年、85年～86年　英国ウォリック大学客員研究員
1982年　愛知学院大学法学部講師
1991年　愛知学院大学法学部教授

■学会・活動
日本政治学会理事
日本選挙学会理事
英国学術交流委員会日本協会会員
公民教育研究会世話人

■主な著書
•サッチャーと英国政治(第1巻～第3巻)　•イギリス政治の構造：伝統と変容　•ブレアのイラク戦争　•英米の政治と外交　
•先進国の社会保障：イギリス　•新版比較政治制度論　•現代イギリス政治　•イギリス現代政治史　•比較安全保障

梅川　正美(うめかわ まさみ)教授　1949年生　　専門／政治学

梅川　正美　先生梅川　正美　先生シリーズ

第9回

先生、先生、

お元気ですか
？

たび　ゆ
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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。

９月３日阪急グランドビル27階グランド白楽天にて正午より関西同窓会
が開催されました。参加者は来賓７名会員29名（商学部11名、法学部10
名、歯学部４名、文学部４名）でした。関西同窓会監査役下市哲哉氏（文
学部Ｓ53年卒）の開会宣言で始まり主催者を代表して関西代表幹事山田
晃生氏（法学部Ｓ61年卒）の挨拶そして来賓祝辞を大学代表として学長
補佐高木敬一先生および同窓会本部代表として不肖小生挨拶来賓紹介後
28年度会計報告を関西同窓会監査役下市哲哉氏が報告し無事終了懇親
会へと進み歯学部同窓会副会長西本桂三氏の乾杯で和やかな懇親会が始まりました。それぞれが思い出話等に花を咲かせ
る中でビンゴゲーム等楽しい雰囲気の中時間の流れも忘れさせられる一時を過ごし最後には校歌を全員で声高らかに斉唱
来年の再会を約束し散会となりました。（追伸：今回の会場は右に大阪城、左に大阪のランドマーク赤い観覧者が眺望出来
た素晴らしい会場でした又天候にも恵まれた素晴らしい一日でした） 鈴木　繁隆（S49年卒）

■開催日：平成29年9月3日（日）グランド白楽天 平成29年11月18日広島同窓会定期懇親会に参加しました。大学から学長補
佐の清水和美先生・各同窓会・地方同窓会の代表含め参加者約30名で行わ
れた第２４回定期懇親会。清水先生は大学の現況を報告してくださいまし
た。地方での同窓会の人集めは大変なようで、我々本部役員が連携してもっ
と知恵を出し合い地方同窓会の力になれるよう、また今以上に魅力ある同窓
会にしていかなければと思いを新たに致しました。学生時代には知らなかっ
た同級生、言葉を交わしたこともない同窓生、この会に出席して改めて友人に
なるよいきっかけの場になると思っています。せっかく何かの縁で同じ学校の
門をくぐった同窓生の集まりがあるのですから、同窓生の皆さんお忙しいでしょうが時間が取れる限りできるだけ出席して
ください。今回は欠席でもいいのです、次回は出席してください！そして人の輪を大きくしていってください。久しぶりに会
う同窓生とはいいものです。気持ちが学生時代に戻れるからです。次回も元気でまた会いましょう！！広島同窓会の皆さ
ん、楽しい会と時間を本当にありがとうございました。 伊藤　桂子（S45年卒）

■開催日：平成29年11月18日（土）ホテルグランヴィア広島

■開催日：平成29年11月11日（土）リーガホテルゼスト高松

■開催日：平成29年11月12日（日）岐阜キャッスルイン

■開催日：平成29年10月14日（土）米子ワシントンホテルプラザ

地方同窓会レポート地方同窓会レポート

岐阜県同窓会総会後のレセプションに出席しました。レセプションはい
つものように校歌斉唱から始まりました。宇野等岐阜県同窓会長の挨拶
の後、後藤俊明学長補佐の挨拶、同窓会を代表して加藤勇法学部同窓会
参与が挨拶をしました。アトラクションでは、大学生2人による居合演武
があり、演武が始まると歓談していた会場がシンとして演武に見とれて
いました。その後、楽しいビンゴ大会で次回の再会を約しお開きとなり
ました。和気藹々とした有意義なひと時でありました。出席者数約40名
でした。 加藤　勇（S38年卒）

出席者30余名全員での記念撮影で第24回四国同窓会定期総会が開
始。中野清治代表幹事の挨拶の後、大学を代表して、引田弘道学長補
佐の挨拶と、大学の近況報告がありました。歯学部の水原滋万さんの
乾杯で、懇親会に入りました。毎年出席される人が多く、先輩、後輩の
垣根を越えて盛り上がり、学生時代の思い出をなごやかに語りあい時
間を過ごしました。今年は、法学部同窓会から新しく3名の出席者があ
り、来年以降も増える事を期待します。また抽選会もありました。次回
の再会を約束してお開きとなりました。学部を越えた会員同志のアッ
トホームな楽しい懇親会でした。 中津　範明（S51年卒）
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平成29年度は創立50周年の記念懇親会で米子市で行われました。玉木正
昭代表幹事の主催者挨拶により懇親会が開始。大学より二宮克美図書館情
報センター館長より大学の現況報告後，来賓挨拶、来賓紹介、乾杯と進み、
歓談に入りました。会が50周年の節目の為今までの会の功労者、荒木文之
助氏、杉原引一郎氏、中垣初男氏の3名に記念品が贈呈されました。途中ア
トラクションとして“淀江さんこ節”“癒しと感動のゴスペル”が演じられま
した。校歌斉唱、学院節合唱時には、会員によるエールもあり会場が一つに
なり、最後に杉原引一郎顧問の閉会の挨拶で会は終了しました。開始前に全
員で撮影した写真が会終了までに配布されました。 伊藤　照夫（S48年卒）

OB・OG会合開催報告OB・OG会合開催報告

やって来ました！還暦同窓会。６年目になったプチ同窓会は、久々＋還暦の乾杯でスタ
ート！５人全員まだ元気で、次回の同窓会も大丈夫そう。今回も前回と同じ温泉郷「湯
谷温泉」だったが、次回は蒲郡温泉か鳥羽温泉のどちらかまで決定。投稿したのは毎度
幹事の、写真一番左の私ですが、５人の顔ぶれに思い当たる方は、是非、事務局へお問
い合わせ下さい。飛入り参加、大歓迎です！ちなみに今回、全員の髪が薄くなったこと
を、還暦のせいにしてしまいました。38年…早かったですね。 高柳　祐仁（S55年卒）

恒例の「兀伸会」が、平成29年度も大盛況のうちに幕を閉じました。遠方からも含め19
名のＯＢ・ＯＧに加えて現役生の参加も多くあり（総勢30名弱）、楽しく有意義なひと時を
過ごしました。特に、公私において新しいステージを歩み始めたメンバーが多く、様々な話
題に関して、実のある話ができたと思います。例によって二次会でも、盛り上がりは継続で
した。ただ、回を重ねるごとに参加者が増え、そろそろ会場選びに支障が出てきたとの、うれ
しい（？）悲鳴も聞こえてきました（なお、若いと思っていた村上先生がそれだけ歳を重ねて
いることをつっこんではいけません。笑）。ともあれ、この結束力は、村上ゼミの誇りに他な
りません。次回も、より一層、盛り上がっていきましょう！ 都築　孝治（H24年卒）

元気で一献、プチ同窓会！／平成29年9月13日（水）

兀伸会／平成29年6月25日（日）

８月６日（日曜日）正午から、名古屋駅・大名古屋ビル裏「京町しずく」にて第３回・ＡＧＵ48
（昭和48年卒）を開催致しました。論語の「朋あり　遠方より来る…」今回は、森下さんと同郷
の依田（よりた）さんが静岡県の天竜・佐久間町からを含め10名が参加して下さいました。今回
も女性は旧姓で神山さん、岡部さんの２名が参加され話題は子供さんの婚活、男性陣も同様に
子供さんの婚活の悩みを発端に、退職金、利殖法で話が盛り上がりました。次回は、平成30年
６月末の同窓会総会・懇親会に日程を併せて開催致しますので、より多くの「昭和48年卒業
生」のご参加をお待ちしております！（詳細は同窓会事務室まで） 伊藤　照夫（S48年卒）

AGU48の集い／平成29年8月6日（日）

平成29年10月28日雨がしとしとと降る東京銀座の「三笠会館」で関東
同窓会は開催されました。日比野代表幹事の挨拶で始まり、大学からは後
藤俊明学長補佐が出席され、大学の新しい場所への移転を含め近況を報
告されました。各同窓会からはそれぞれ代表が出席し、商経会の余語会長
が同窓会を代表し挨拶をおこないました。その後懇親会に入り、それぞれ
が友好を深める会となりました。参加者は雨のためか16名と少なく来賓を
含め30名余りが学生時代に帰り、思い出話等会話が弾み時間の経つのを
忘れるくらいの2時間でした。その後再会を約し会はお開きとなりました。
私も久しぶりに会う友人達と会話が弾み、次は名古屋での再会を約し解散
しました。 大矢　孝彦（S42年卒）

■開催日：平成29年10月28日（土）銀座 三笠会館

関
東
同
窓
会

関
東
同
窓
会

今回も、おかげさまで39名が集まり、会が温かい雰囲気で行なわれました。
ただ一つ残念な訃報がありました。平成14年度、文学部卒業、主将を勤めた、高木
大輔君36才が、くも膜下出血で、あっという間に逝去されました。愛知県警に勤めて、
これからを嘱望されていた逸材で盛駿会の誇りでした。会が始まる前に参加者全員で
黙祷をささげました。「高木君、ありがとう」この失意にも負けず、皆んなで顔を見合
せ、次回も元気で会おうね、と誓い合いました。 見神　元義（S52年卒）

盛駿会／平成29年2月25日（土）

こつしんかい
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日進キャンパス
■禅研究所「火曜参禅会」
昭和 55年の坐禅堂開単以来続く坐禅の会。初心者でも丁寧に坐禅の作法を指導いただけます。
荘厳な雰囲気のもと、世相を離れ、愛知学院ならではの体験をされてみてはいかがでしょうか。
 
　　　　　　　　　　　　場所：坐禅堂　　日時：原則毎月第 2火曜日　17:00 ～ 18:00　　
　　　　　　　　　　　　料金：無料　※要予約

■AGUスポーツセンター　トレーニングジム
昨年度より土日を含む毎日、1階のトレーニングジムを開放しています。様々な種類の
機器を備えており、専門スタッフも常駐しています。

　　　　　　　　　　　　場所：スポーツセンター（1階）
　　　　　　　　　　　　日時：【授業期間中】（平日）17:00 ～ 19:45　（土日）9:00 ～ 16:45 
　　　　　　　　　　　　　　　上記以外】 （平日）10:00 ～ 18:45　（土日）9:00 ～ 16:45
　　　　　　　　　　　　料金：300円／回　　対象：15歳以上（中学生不可）
　　　　　　　　　　　　・初回利用時に講習会の受講が必要です。（土曜日 10:00 ～）

■図書館情報センター
蔵書数 94万冊を誇る大学における「知の拠点」です。学科に即した専門書は
もちろん、郷土史、健康に関するものや資格取得に向けた図書も多数配架しています。

　　　　　　　　　　　　開館時間：【授業期間中】（平日）9:00 ～ 20:00 （土） 9:00 ～ 13:00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　【上記以外】 （平日）9:00 ～ 17:30
　　　　　　　　　　　　貸出冊数：3冊　貸出期間：2週間
　　　　　　　　　　　　・初回登録時に「卒業証明書」など、在籍していたことを証明する
　　　　　　　　　　　　　書類の提示が必要です。

■法務支援センター　愛学リーガル・クリニック法律相談所
現職弁護士である実務家教員並びに法律実務教育を専門とする研究者教員が、法律相談をお受けしています。

　　　　　　　　　　　　場所：愛学リーガル・クリニック法律相談所（図書館情報センター7階 L708）
　　　　　　　　　　　　日時：水曜日（隔週）12:00～ 15:00　　料金：無料　※要予約

OB・OGが利用できる大学施設OB・OGが利用できる大学施設
日進キャンパスをはじめとした愛知学院大学の各施設は一部を除き、同窓生の皆さんや地域の皆様に開放
しています。是非ご利用ください。立ち寄りついでに「学食ランチ！」もどうぞ。

名城公園キャンパス
■禅研究所「禅・茶話の会　放光」
平成26年に開講された新キャンパスで、より多くの人たちに禅に触れていただくために毎月開催されています。
前半は坐禅、後半は茶菓をいただきながら禅や仏教のお話を聴く内容となっています。

　　　　　　　　　　　　場所：アガルスタワー3階　放光台　　日時：月1回　18:30～ 19:30　　
　　　　　　　　　　　　料金：500円／回　※日進キャンパス禅研究所へ要予約

■法務支援センター　愛学リーガル・クリニック出張法律相談所
名城公園キャンパスにおいても、センター所属教員（弁護士・研究者）が、法律相談をお受けしています。

　　　　　　　　　　　　場所：愛学リーガル・クリニック出張法律相談所（アガルスタワー3階 多目的室1）
　　　　　　　　　　　　日時：木曜日（隔週）　15:00～ 17:30　　料金：無料　※要予約

http://zenken.aichi-gakuin.ac.jp/mkc/index.html

http://legal-supports.agu.ac.jp/free-legal-consultation/index.html

http://legal-supports.agu.ac.jp/free-legal-consultation/index.html

http://zenken.aichi-gakuin.ac.jp/tuesday/index.html

http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/riyo1.htm  

https://wcs.agu.ac.jp/campusp/top.do　　
（Information よりスポーツセンタートレーニング室スケジュールをご覧ください）

法学部同窓会　事務局からのお知らせ
あなたの力を貸してください。同窓会活動に参加してみませんか！！
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。

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
処理してまいりますので、皆様のご理解の程をお願い致します。

○同窓会事務室への電話等の問い合わせについて………
　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。

●月～金／9:00~16:00　  ●土、日、祝日と大学の定める休業日はお休みです。

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)  ＦＡＸ 0561-74-1410
メール houdoso@dpc.agu.ac.jp

○同窓会・クラス会・OB会など開催するために、
　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。

個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて

事務局業務時間について事務局業務時間について

●学術書出版者、大学院法研会への助成
●同窓会奨学金の給付　●在学生育英事業

●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

●会計監査

●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講座の充実

●総会の開催　
●地方、支部同窓会およびOB・OG会との連絡調整・助成

広報部広報部

文化部文化部
監 事監 事

財務部財務部

事務局事務局

渉外部渉外部

●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

法学部同窓会活動インフォメーション法学部同窓会活動インフォメーション
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。

法学部同窓会ではホームページを公開中です。
同窓会の行事案内、近況等を随時発信しているほか、キャンパス内の四季を
とらえた「キャンパス四季彩」などオリジナルコンテンツも好評連載中。当同窓
会会報のバックナンバーも閲覧可能ですので、定期的にチェックしてください。
法学部の名城公園キャンパス移転に関する記事も掲載していく予定です。

同窓会ホームページのご案内同窓会ホームページのご案内

トップページ

　　　　　　　　いろどり
HP「キャンパス四季彩」より

■同窓会HPアドレス
　http://www.agu-houdosokai.org/

■大学の最新情報はこちらから…
　http://www.agu.ac.jp/
　大学公式 facebook ページ
　https://www.facebook.com/aichigakuin

同窓会HP

皆様のお名前・住所・勤務先・電話番号等
変更の場合は、所定の変更届で郵送に
てご連絡ください。

いろどり
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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） 10月14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28年10月1日～平成29年9月30日)

馬術部は1964（昭和39）年に創設され、大学でも歴史のあるクラブ
のひとつです。365日、7頭いる馬たちと生活を共にし、時には馬舎で
一夜を過ごすこともあるとか。動物を扱う唯一のクラブとして奮闘す
る日々を送っています。
今回は「愛知学生自馬競技会」「愛知学生トライアル競技会」「愛知

学生馬術競技会」の主要馬術課目において見事優勝を果たした、磯部有里さん（法律学科）をご紹介します。部員数13
名の馬術部において、磯部さんは部長も担っており、今後も益々の活躍が期待されます。

クラブ・サークル紹介クラブ・サークル紹介

私は、平成29年10月30日～11月7日に兵庫県で行われる「第60回全日本学生章典馬場馬術競技大会」と
11月25,26日に福岡県で行われる「第53回全日本学生馬術女子選手権大会」に出場します。兵庫県で行わ
れる大会には、自分のパートナーである馬を連れて出場します。
入部してからずっと目標にしていた全日本という舞台で演技が出来る事を嬉しく思います。
今後も全日本の舞台で満足のいく演技ができるよう練習に励みたいと思います。

磯部有里さんコメント （全日本大会を前にいただいたコメントです）

■馬術部twitter
　https://twitter.com/agu50equestrian

馬術部

団体の部

※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。

個人の部個人の部 ※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※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 学　科 氏　名 大  会  名 成　　績

アイスホッケー部
健康科学科 伊藤　功騎 中部学生アイスホッケー選手権大会 ベスト６、最多アシスト賞
商学科 沖野　郁実 中部学生アイスホッケー選手権大会 新人賞

弓道部 経営学科 小島　遼士 東海学生弓道選手権大会 射技優秀賞

硬式庭球部

商学科 高松　千晶
東海学生春季テニストーナメント大会 シングルス：優勝
東海学生春季テニストーナメント大会 ダブルス：準優勝
全日本学生室内テニス選手権 ダブルス：ベスト８

商学科 島　康輔

東海学生テニス選手権大会 シングルス：優勝
東海学生テニス選手権大会 ダブルス：準優勝
東海学生春季テニストーナメント大会 シングルス：準優勝
東海学生春季テニストーナメント大会 ダブルス：準優勝

経営学科 宮地　汰
東海学生テニス選手権大会 ダブルス：準優勝
東海学生春季テニストーナメント大会 ダブルス：準優勝

ソフトテニス部 健康科学科 沖野　天祐 西日本学生ソフトテニスシングルス選手権 優勝

硬式野球部
経営学科 宝島　史貴 春季リーグ戦 ベストナイン
心理学科 高木　俊希 春季リーグ戦 ベストナイン

準硬式野球部
日本文化学科 天野　雄太 秋季リーグ戦 最多勝
経営学科 堀田　和志 秋季リーグ戦 ベストナイン

ゴルフ部 経済学科 河端　将汰 RNB杯アマゴルフ選手権大会 優勝
サッカー部 心理学科 水野　龍一 インディペンデンスリーグ（東海） 得点王
柔道部 健康科学科 小松　悠人 東海学生柔道冬季優勝大会 優秀選手賞

相撲部

経営学科 三宅　宏輝 西日本学生相撲選手権大会 3位
健康科学科 坂井田　侑生 西日本学生相撲選手権大会 準優勝

歯学科 佐野　清香

全国学生女子相撲選手権大会 優勝
全国女子相撲選抜ひめじ大会 3位
全国選抜女子相撲大会 準優勝
国際女子相撲選抜堺大会 準優勝

馬術部

法律学科 磯部　有里

愛知学生自馬競技会 全日本学生章典馬場馬術課目2010：優勝

愛知学生トライアル競技会 全日本学生章典馬場馬術課目2010：優勝
M級D障害（H110）：準優勝

愛知学生馬術競技会 学生選手権馬場馬術課目2000：優勝
歴史学科 山田　紗希 愛知学生自馬競技会 L級 B障害（H90）：優勝
グローバル英語学科 江口　岳 愛知学生トライアル競技会 全日本学生章典馬場馬術課目2010：準優勝
宗教文化学科 大野　剛史 愛知学生馬術競技会 障害60：優勝

バレーボール部（男子）
健康科学科 竹下　優希 東海学生男女バレーボールリーグ戦秋季大会 ベストスコアラー賞
総合政策学科 河野　亜蘭 全日本男子（U21）世界選手権チェコ 13位

競技ダンス部
健康科学科 鈴木　杏奈 中部日本学生競技ダンスモダン選手権大会 総合：準優勝
日本文化学科 樫原　康太 西日本モダン戦 新人戦総合：5位、クイックステップ：準優勝

ウェイトトレーニング部

商学科 宮村　怜 中部学生パワーリフティング新人選手権大会 男子74kg級：優勝

総合政策学科 中嶋　恭介
中部学生パワーリフティング選手権大会 男子66kg級：優勝
中部学生パワーリフティング新人選手権大会 男子66kg級：優勝

健康科学科 鈴木　智貴 中部学生秋季パワーリフティング選手権大会 男子83kg級：優勝

経済学科 遠藤　貴大
中部学生パワーリフティング選手権大会 男子74kg級：優勝、ベストリフター賞
中部学生秋季パワーリフティング選手権大会 男子66kg級：優勝

法律学科 木全　大基 中部学生ボディビル選手権大会 腕の部：優勝
法律学科 渡邉　匠 中部学生ボディビル選手権大会 ベストポーザー賞
法律学科 神谷　知弥 中部学生パワーリフティング選手権大会 男子66kg級：準優勝
英語英米文化学科 神野　隼輝 中部学生パワーリフティング選手権大会 男子74kg級：準優勝

日本拳法部
歴史学科 鈴木　拓巳

日本拳法中部総合大会 無差別級：優勝
全日本学生拳法個人選手権大会 準優勝

法律学科 中橋　春香 日本拳法中部総合大会 無差別級：優勝

陸上競技部

現代社会法学科 伊藤　諒 東海学生秋季大会 男子3000mSC：準優勝
経営学科 井上　香穂 東海学生秋季大会 女子10000ｍＷ：優勝

健康科学科 神谷　健
愛知陸上競技選手権大会 400mH：優勝
西日本学生陸上競技対校選手権大会 400mH：優勝

健康科学科 水野　泉之介
ASTCトライアスロンアジア選手権 日本人3位（ジュニア10位）
NTT ASTCトライアスロン アジアカップ 日本人30位（ジュニア4位）
NTT ASTCトライアスロン アジアカップ 日本人14位（U19カテゴリー2位）

水泳部
国際文化学科 吉田　萌

スイスオープン2017大会【シンクロナイズドスイミング】 優勝
日本選手権水泳競技大会シンクロナイズドスイミング競技 個人ソロ：3位
日本選手権水泳競技大会シンクロナイズドスイミング競技 デュエット：4位
日本選手権水泳競技大会シンクロナイズドスイミング競技 フリーコンビネーション：5位
日本選手権水泳競技大会シンクロナイズドスイミング競技 チーム：10位
シンクロ FINAワールドトロフィー2016【シンクロナイズドスイミング】 ハイライトルーティン：準優勝
シンクロ FINAワールドトロフィー2017【シンクロナイズドスイミング】 シーマティックデュエット：4位
シンクロ FINAワールドトロフィー2018【シンクロナイズドスイミング】 シーマティックチーム：4位
シンクロ FINAワールドトロフィー2019【シンクロナイズドスイミング】 フリーコンビネーション：4位

法律学科 髙丸　真哉 フィンスイミング短水路日本選手権 400mJビーフィン：5位
剣道部 法律学科 清水　公陽 東海学生剣道新人選手権大会 優勝

卓球部

商学科 加藤　由衣

東海学生卓球秋季リーグ戦 敢闘賞
東海学生卓球春季リーグ戦 敢闘賞
東海学生卓球チャレンジカップ ダブルス：優勝
東海学生卓球各部別大会 女子1・2部ダブルス：優勝

心理学科 松本　ゆきみ
東海学生卓球チャレンジカップ ダブルス：優勝
東海学生卓球各部別大会 女子1・2部ダブルス：優勝

経営学科 川原　正也 東海学生卓球各部別大会 男子3・4部ダブルス：優勝
商学科 藤森　利也 東海学生卓球各部別大会 男子3・4部ダブルス：優勝

詩武道部 商学科 海田　陸 練正館空手道選手権大会 一般有級軽量級の部：準優勝

射撃部

現代社会法学科 竹坊　沙也香
中部女子学生ライフル射撃選手権大会 AP10mS40W：優勝
ジュニアエアガン大会 3位

法律学科 伊藤　早秀
中部学生ライフル射撃選手権大会 50mSB 3 × 40ｍ：優勝
中部学生ライフル射撃三姿勢大会 50mSB 3 × 40ｍ：優勝
ジュニアエアガン大会 5位

バトミントン競技部

健康科学科 加藤　若菜
愛知学生バドミントン選手権大会 シングルス：優勝
愛知学生バドミントン選手権大会 ダブルス：準優勝
愛知学生新人バドミントン選手権 女子シングルス：優勝

総合政策学科 金子　瑞紀 愛知学生バドミントン選手権大会 ダブルス：準優勝
商学科 井原　弘貴 東海学生バドミントン選手権大会 ダブルス：準優勝
経営学科 藤本　拓也 東海学生バドミントン選手権大会 ダブルス：準優勝

クラブ名 学　科 氏　名 大  会  名 成　　績

空手道部

法律学科 山田　香蓮
東海地区空手道選手権大会 個人型：優勝
愛知県空手道選手権大会 個人型女子：優勝

総合政策学科 吉永　建
東海地区空手道選手権大会 個人組手：優勝
愛知県空手道選手権大会 個人組手：優勝

歴史学科 小林　勇輝 東海学生春季大会 個人組手：優勝
歴史学科 加藤　竜生 東海学生個人戦（体重別） 65～70kg級：優勝

バレーボール部（女子）
健康科学科 藤岡　裕紗 東海秋季リーグ サーブ賞
法律学科 田中　美有 東海秋季リーグ リベロ賞

ラクロス部 健康科学科 中村　友香 日本学生ラクロス連盟東海支部新人戦（女子） 最優秀選手賞

居合道部

歴史学科 川崎　美悠 東海学生居合道選手権大会 二段以上の部：準優勝
商学科 手柴　愛穂 東海学生居合道選手権大会 初段の部：優勝
英語英米文化学科 仁ノ平　しいな 東海学生居合道選手権大会 初段の部：準優勝
経済学科 澤田　彩乃 東海学生居合道選手権大会 段外の部：優勝

軟式野球部
商学科 倉本　智資 中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ 首位打者
商学科 谷川　陽平 中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ ベストナイン
法律学科 折原　隆太 中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ ベストナイン

書道部

日本文化学科 池内　克行 全日本高校・大学書道展 準優秀
日本文化学科 黒田　眞子 全日本高校・大学書道展 準優秀
日本文化学科 吉本　なな子 全日本高校・大学書道展 準優秀
法律学科 山岡　桂汰 全日本高校・大学書道展 準優秀
歴史学科 武藤　汰空 ふれあい書道展 特選

日本文化学科 一木　茉美
全日本高校・大学書道展 準優秀
中日書道展 奨励賞

健康栄養学科 近藤　奈月
全日本高校・大学書道展 準優秀
中日書道展 奨励賞

歴史学科 梶田　汐里 中日書道展 準特選

クラブ名 大  会  名 成　　績

アイスホッケー部
中部学生アイスホッケー競技会 優勝
中部学生アイスホッケー選手権大会 準優勝

弓道部
東海学生弓道新人戦 男子団体：準優勝
東海学生秋季リーグ戦女子Ⅲ部 優勝

準硬式野球部
東海地区春季リーグ 準優勝
東海選手権大会 優勝

サッカー部 インディペンデンスリーグ（全国） 3位

相撲部
西日本学生相撲選手権大会 2部団体：2位
全国学生相撲選手権大会 Bクラストーナメント：ベスト8

バレーボール部（男子） 愛知大学男女バレーボールリーグ戦春季大会 優勝

ウェイトトレーニング部
中部学生秋季パワーリフティング選手権大会 団体：優勝
中部学生ボディビル選手権大会 団体：優勝

日本拳法部 中部日本学生拳法新人戦大会 優勝

卓球部
東海学生卓球秋季リーグ戦 女子2部：優勝
東海学生卓球春季リーグ戦 女子2部：優勝
東海学生卓球各部別大会 男子3・4部ダブルス：優勝

クラブ名 大  会  名 成　　績

空手道部
東海地区空手道選手権大会 男子団体組手：優勝

東海学生春季大会
男子：優勝
女子：準優勝

バレーボール部（女子）
天皇杯・皇后杯愛知県ラウンド 優勝
東海秋季リーグ 準優勝

ラクロス部 日本学生ラクロス連盟東海支部新人戦（女子） 優勝
居合道部 東海学生居合道選手権大会 優勝

ARTフットサルクラブ

全日本大学フットサル東海大会 優勝
東海大学フットサルリーグ 準優勝
AiDEM CUP 2016 FINAL（全国） 4位
AiDEM CUP 2016 東海北信越セントラル 優勝

スィンギングオールスターズ YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 13位


