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法学部の現況

学長就任の挨拶
佐藤 悦成 学 長
平成26年10月１日 文学部教授 佐藤悦成（さとう えつじょう）先生が学長に
就任されました。佐藤学長から法学部同窓会の皆様に就任の挨拶をいただ

法学部長 栗田 直樹

きました。なお、大野榮人学長は9月30日に任期満了で退任されました。
この度、愛知学院大学の学長に就任いたしまし
た佐藤悦成です。本学が、建学の精神である「行

学経営に深刻な影響を及ぼしている現今、本学が

学一体」「報恩感謝」を基盤として、自分の可能

教育の可視化を進めることで、何を学べるか・何

性に挑戦して協働の場で主体的に活躍できる人材

ができるようになるかを受験生自ら判断できるよ

の育成を目標とし、未来志向型の総合大学として

うになり、自らが望む学びを選択できる大学とな

ますます発展するとともに、教職員がやりがいを

現在法学部には、法律学科に計913名、現代社会法

だくためのきっかけと捉えています。課外授業として

学科に計496名の学生が在籍しています（平成26年

やりますから、当初何人の学生が集まってくれること

5月現在）。法学部の学生としての一体感も感じられま

かと随分心配しましたが、同窓会や後援会のご支援も

すが、他方で面白いことに、両学科の学生には、どこ

いただいて開講した講座には、180名の学生が参加し

か色の違いといいますか、タイプの違いが認められる

てくれました。

ような気がします。先生方はよく、法律学科の学生は

また、同じく新たに開設されたものとして、ピアー

ることが可能となるでしょう。多様な能力を秘め

まじめでまとまっている一方、現代社会法学科の学生

サポート（通称「ぴあさぽ」）があります。これは、

持って教育・研究に取り組める大学になるよう全

た志願者を獲得することができて、さらに大学に

は元気で面白いなどとおっしゃいますが、私もそれに

学生版の学生相談室をイメージしていただければわか

力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお

おける多くの学びにより、その能力を伸ばすこと

全く同感します。今法学部は、特に若い先生方を中心

り易いかも知れません。毎週決まった時間にあらかじ

願いします。

ができれば、社会の様々な要請に応えられる有能

にとてもいい雰囲気のなかでやらせていただいており、

め選ばれた数人の学生が待機し、後輩の学生たちから

その雰囲気が学生たちにも伝播し、いい刺激となって

の様々な相談に応ずるというものです。一度学生たち

くれることを願っています。

が書いてくれた報告書を見る機会がありましたが、そ

本学では、高度な知識・技術の習得のみならず、

な人材を輩出することができると考えます。

豊かな人間性の育成に努め、周囲への感謝を忘れ

それを実現に導く大学の組織としては、「和」

学生たちの平成25年度の就職状況を見てみますと、

の見事さに感動したことがあります。それは、後輩に

ず、共によりよい社会の実現に尽力できる人とな

の理念に基づく実践を柱として、知見の共有と情

内定率は、法律学科が94.9％、現代社会法学科が

勉強の仕方をアドバイスしたものでしたが、学生とい

る教育を目標としています。その実現のために、

報の公開を進め、全教職員が等しく大学の現況を

94.5％でした。就職先は、やはり公務員の多いこと

えども優等生はやはり別物だと改めて思いました。

学ぶ楽しさに気づくことで自分の可能性に挑戦で

理解できるよう情報の公開を進め、全員が共通の

きる教育環境を整え、社会が必要とする多様な学

認識をもって教育並びに業務に当たることのでき

びに導けるよう努力してまいります。

が目につきます。警察官に合格した者は19名、消防

企画立案から講師の選定、打ち合わせ等々に至るま

官に合格した者は4名でした。この他、公務員となっ

で、同窓会から絶大なご支援をいただいているOB講

た者の就職先としては、市役所や町役場、地方裁判所

座「キャリアデザインと法学」も、今まで通り順調に

る環境の構築を目指してまいります。教職員の皆

などが目立ちます。一方、民間企業に就職した者の就

やらせていただいています。この講座に教えに来てく

大学での協働と協調に導く教育が重視される社

さんが自らの立場を自覚し、互いに持てる能力を

職先は、金融・メーカー・商社・小売・サービス等の

ださる講師の先生方は、いずれも社会で大活躍されて

会となるにはまだ時間が必要でしょうが、企業の

発揮して一致協力し、大学力を向上に導いて下さ

各業界で、一流企業の名も見られ、特殊な例では、国

いる方々ばかりで、大学にお迎えする時間は、教師と

日常業務に役立つ実務型教育を実践し、柔軟な適

ることを期待しております。端的に言えば

立大学等の大学院や法科大学院へ進学した者もいます。

しても誇らしく楽しいひと時です。学生からの期待も

応力を身につけた学生諸君を社会に送り出すこと

の仕事を好きになり、誇りを持って職務にあたっ

法学部を巣立った人たちが、それぞれの持ち場において、

大きいものがあり、ある学生は、講師の先生は自分か

学生時代に徹底的に鍛えられた論理的思考力を大いに発

ら見れば雲の上の人だと思っていたけれども、そんな

ができれば、本学は社会に対する責務を果たすと

てほしい

揮しながら活躍してくれることを期待しています。

人も若い時は自分と同じような時間を過ごしていたこ

ともに発展に大きく貢献することになると考えて
います。
大学教育の中身が社会から見えることによって、

自分

と強く望んでいます。

本学はこれまでに12万人を超える卒業生を送
り出してきました。現行のキャリアサポートにも
同窓会・後援会が組み込まれていますが、その組

法学部の現況として、まず特筆すべきことは、平成

とがわかり、何かほっとした、自信がついたという趣

26年4月から特に1年生を対象として、法学部が組織

旨の感想を述べていました。やはり、他でもないOB

として学生の宅地建物取引主任者資格の取得をバック

の方が直に話してくれること、まさにそのことが、学

アップするようになったことです。これは、かつての

生たちにとっては特別な意味を持つものなのだと強く

時代から見れば随分様変わりした近年の学生の勉学の

感じます。

受験生も企業も大学の選び方が変わるでしょう。

織力を積極的に生かした支援を頂戴することで、

大学には自らの教育内容を社会に開いて信頼を築

現代の社会が望む人材を送り出す体制が強化でき

仕方に対応するために、約2年間にわたって先生方が

く努力が求められています。名城キャンパス開設

ると考えていますので、同窓会の皆様には強力な

計画し準備して下さった結果として実現したものです。

スピーカー制度に対しても、ご支援をいただいていま

はその好機であり、今後の全学における転換の機

ご後援をお願いいたします。

もちろん、学生に宅建の資格を取得させることそのも

す。何もかも同窓会に助けていただいていることばか

のが目的なのではなく、合格体験を味わうことによっ

りで、恐縮の至りです。

会と考えています。

2

18歳人口の減少による大学受験者数減少が大

て自信をもっていただき、次のステップに進んでいた

同窓会には、この他、教員が授業で活用するゲスト

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

3

平成26年度

定期総会・懇親会 開催

平成26年度定期総会・懇親会は、名古屋東急ホテルにて平成26年6月28日（土）
に開催されました。
定期総会は、17時30分より3階「葵の間」で開催され、多くの会員の出席をいただき平成25年度
事業報告議案から平成26年度予算案までの議案を審議していただき、ご承認いただきました。

懇親会

定期総会終了後、場所を同フロアの「ルネッサンス」に移し懇親会が開催されました。
小出学院長、大野学長、栗田学部長初め多数の先生、地方同窓会代表の方、会員とその
ご家族合わせて230余名の参加をいただきました。
例年懇親会は、会長を初めとする多くの方々の挨拶が有り、食事タイムまで時間がかか
る為、今回は会場の一角にキッズコーナーを設け、キッズには少し早く食事ができるコー
ナーを設置しました。
懇親会中に6名の奨学生に対し奨学生証書を
授与しました。
懇親会後半で例年どおり皆さんが待ち焦がれ
ている大抽選会が行われました。

総会報告
議

題

平成26年度定期総会は、監事の鈴木厚司さんが議長を務め、
下記の第1号議案から第5号議案までを提議し、すべて承認されました。

1. 平成25年度事業報告
2. 平成25年度会計報告
3. 監査報告
4. 平成26年度事業計画
5. 平成26年度予算

景品のテーマは「安心・安全」で、景品は右記のとおりです。
尚、1等は大野学長に当たりましたが辞退された為、再度抽選
となり昭和48年卒の宮本さんに当たりました。おめでとうござ
います。
平成27年度は大学日進キャンパス内での開催です。是非皆
さんの参加をお待ちしています。

懇親会の大抽選会

総会にて各議題とも承認されました。

当

今年こそあなたが１等当選者になるかも！
今年は下記の景品テーマで準備します。是非ご出席を。

した!
ま
り
た 当選おめでとうございます！
1等 当選

旅行券

宮本なつ江さん（昭和 48 年卒）

「幸運」 大野学長様がご当選されたのですがご辞退され、その強運を
私が頂き感謝するしだいです。大きな鯛をつりあげました。わが家に

２等 当選

幸運を有難うございます。

スロージューサー 三輪芳裕さん（昭和 57 年卒）

「まさかの当選 !!」 当選という言葉には敏感な仕事に就いております。しかし今回の思いもよらない当選には、心の底からの
喜びと驚きがあります。本当に感謝致します。

4

平成27年度の同窓会定期総会・懇親会は
「大抽選会」の景品のテーマは HAPPY（ハッピー）
平成27年6月28日（日）に
日進キャンパス学院会館で開催します。 1 等 おひつ御膳
2 等 ドライブレコーダー／お茶プレッソ
恩師との再会を楽しみに・
・
・
3 等 名酒（プレミアム）／ヨーグルトメーカー
同級生との再会を楽しみに・
・
・
4 等 野球観戦チケット
キャンパスの移り変わりを確認に・
・
・
5 等 グルメ券
大抽選会の当選を目指して・
・
・
6 等 商品券

是非、ご家族お連れでご参加下さい！
！

※総会案内は5月中旬にお送りします。

家族賞もあります。

※景品は変更になる場合があります。
5
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本年度法学部奨学生からのメッセージ

本学卒業生弁護士による

平成26年6月28日の同窓会総会に続く懇親会の席上で、平成26年度法学部同窓会の奨学金給付を行いまし

法律相談

第4回

初めまして、弁護士の早川雄一郎と申します。私は、愛知学院大学法科大学院

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

の第2期生です。また現在、愛知県弁護士会所属の弁護士として活動をしてお

給付されました。

り、愛知学院大学の法科大学院のチューター講師もしております。

法務研究科３年

尾﨑

彰（おざき あきら）

この度は、平成26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。
教授陣をはじめ、法務研究科のスタッフ、大
学関係者の御支援の下、充実した環境で勉学に励むことができて
おります。心より感謝致しております。
今後も、奨学生という自覚と責任をもってより一層勉学に励み
たいと思います。

法学研究科２年

石川 康平（いしかわ こうへい）
この度は、平成26年度法学部同窓会奨学生
に選定して頂き、ありがとうございます。多くの
候 補者の中から選 んで頂いた事を光栄に思い
ます。私が愛知学院大学の素晴らしい環境の下で学生生活ができ
ているのは、ひとえに法学部の教授陣をはじめ、たくさんの大学
関係者のサポートのおかげだと思っています。心より、感謝してい
ます。これからも、奨学生という自覚を持ち、一層の勉学に励んで
いきたいと思います。

法学研究科１年

長谷川 博哉（はせがわ ひろや）
この度は、平成26年度法学部同窓会奨学生
に選んでいただきまして、誠にありがとうござ
います。
今、私 が日々充 実した学生 生 活を 過ごすことが できているの
は、法学部同窓会はもちろん、教授陣を含む法学研究科に関わる
方々の支えがあってのことです。これからも、この感謝の念を忘れ
ずに、法学部同窓会奨 学生として、より一層自覚と責任を持ち、
日々の研究に励んでいきたいと思います。

合格者の喜びの
メッセージ

第４回目は、
「時効」についてお話しします。会社を経営しており、代金等を滞

法律学科 3 年

納している取引先がおられる方は、注意して下さい。

齋木 美穂（さいき みほ）
この度は、平成26年度法学部同窓会奨学生
に選定していただき、誠にありがとうございま
す。多くの候補の中から選んでいただいたこと
を光栄に思います。
現在、私が充実した学生生活を送れておりますのも、ひとえに法
学部の諸先生方、先輩方のご尽力、ご支援のおかげです。これから
も、奨学生という自覚と責任を持ち、一層勉学に励んでいきたいと
思います。

法律学科 3 年

呉

廣國（ご ひろくに）

この度は、平成26年度法学部同窓会奨学生
に選定して頂き誠に有難うございます。多くの
候補者の中から選んで頂いたことを光栄に思い
ます。現在の私があるのも、先生方をはじめ同窓会の方々、先輩・
友人等の温かい御支援のおかげです。残り少ない大学生活を内容
の濃いものとするために一層身を引き締めて勉学に励む所存であ
ります。

「ずいぶん前に、
取引先の会社に対して商品を売りま

れば、時効は中断しないのです。催告の手段は消滅時

した。毎月請求書を送っているけど代金を支払ってく

効があと少しで完成してしまうときに、半年間、時効の

れません。何とか回収できませんか？」

完成を遅らせるために用いるのが効果的です。また、

会社の経営者から、度々、
このような相談を受けま

催告したという証拠がなければ、後々時効の中断につ

す。代金を回収するために、
まずクリアしなければなら

き争いが生じますので、弁護士は、内容証明郵便とい

ないのが時効の問題です。たとえば、上記の例で、商

う証拠の残る書面で催告をします。

品を売ったのが２年以上前だったり、最後に代金の一

次に、②の承認の手続きは、例えば、取引先の社長と

部を支払われたのが２年以上前だったりしたときは要

「○月○日までに支払う」などの約束をしたり、代金の

注意です。売掛金が消滅時効にかかっていて、回収が

一部を支払ってもらうことです。承認により、時効が中

著しく困難になるかもしれません。商品の売掛金は、

断されます。支払いの約束や、代金の一部受領につい

民法１７３条１号により、
「２年間行使しないときは消滅

ても、口約束や現金の受け取りのみでは、証拠に残ら

する」と定められています。つまり、売掛金を２年以上

ないので、
これらのやりとりを念書や領収書などで書

放置していると、売掛金自体が、消滅時効にかかってし

面に残して証拠化しておくのがポイントです。
最後の手段として、③の裁判の方法があります。
２年

まい、回収ができなくなってしまうのです。
では、
どうすれば時効の進行を止めることができる
のでしょうか。主な時効中断の手続きとして、①催告、

以内に取引先を相手として裁判を提起すれば時効の
進行が中断されます。
さて、以上のとおり時効や時効の中断についてご説

②承認、
③裁判の手段が挙げられます。

現代社会法学科 2 年

中智 峰史（なかち たかし）
この度は、平成26年度法学部同窓会奨学生
にご採用頂きまして、誠にありがとうございま
す。本学の法学部で学ぶに至り、関係する全ての
方々とその環境の素晴らしさに日々感謝しながら学んでおります。
社会人の身でありながら本制度を利用させて頂くからには、学
びの目的として揚げた「法曹の道」に向け、一層精進する決意であ
ります。そしてこれから出会う様々な方々や困難に感謝し、歩み続
ける事でこの恩恵に応える所存であります。

上記の例ですと、請求書を送って請求していること

明してきましたが、消滅時効の期間は取引の内容によ

が①の催告に当たります。
しかし、
この催告の手段を執

って異なりますので、主なものを挙げておきます。売

っても、催告後半年以内に裁判等の手続きを執らなけ

掛金等について、長期間支払われていないなどの問

れば、時効は中断しません。会社が取引先に毎月請求

題を抱えている方は、お早めに弁護士に相談すること

書を送り続けていても、半年以内に裁判を提起しなけ

をお勧めします。

●民事債権（例 一般人（商人でない者）の間のお金の貸借）１０年
●商事債権（例 銀行との間のお金の貸借）５年
●手形債権（例 約束手形の受取人の振出人に対する権利）３年
●請負人の工事代金 ３年
●不法行為に基づく損害賠償請求権 ３年
●生産者、卸売商人、小売商人の売却した商品等の代金 ２年

本学卒業のOB弁護士（敬称略）

新司法試験（新68期）に合格

平成26年9月9日、法務省より本年の新司法試験の合格者が発表されました。
本年は本学法科大学院
（ロースクール）
の在学生のなかから1名が予備試験を通じて司法試験に合格しました。

「司法試験に合格して」 林 佳宏（はやし よしひろ）
私は、愛知学院大学法科大学院に入るまでに、司法試験を3回受験して3回とも論文試験不合格でし
た。予備試験もなかなか合格できませんでした。この流れが変わったのは、もう一度基礎から学ぶために
愛知学院大学法科大学院に入学してからです。2013年に入学し、その年の予備試験とそれに続いて平
成26年の司法試験にも合格しました。これも、愛知学院大学法科大学院でともに学ぶ同級生や、教えて
くださった先生方のおかげだと思います。
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しの
ら

氏

名

所属先

住

所

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

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

052‑561‑1785

佐賀千惠美法律事務所

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

075‑841‑6730

隼綜合法律事務所

名古屋市中区錦 2-3-11 ニシキ 21 ビル 8 階

052‑222‑8055

野々垣 吉曜
加藤

幸英

鈴木

亮

杉浦ビル 2 階

052‑532‑8320

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

東海ブライト法律事務所

東海市大田町後田 95-1 I.P.S. 大村 4 階

0562‑85‑4947

堀田

泰成

浅賀法律事務所

名古屋市中区丸の内 2-8-11 セブン丸の内ビル 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 3-19-5

052‑950‑5355

山本

英季

浅賀法律事務所

名古屋市中区丸の内 2-8-11 セブン丸の内ビル 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

0568‑85‑4877

みのり

FLEZIO LA 9 階

名北セントラルビル 6 階

長谷川 知正

実法法律事務所

名古屋市中区丸の内 2-1-37 エスパシオ丸の内 3 階 8Ａ

052‑202‑8838

若山

智重

犬山法律事務所

犬山市大字犬山字東古券 197

0568‑65‑2662

運天

寛樹

ふるげん法律事務所

沖縄市知花 1 丁目 20-8

098‑989‑5489

白村

大勲

ローズ法律事務所

小牧市中央 2 丁目 78

0568‑71‑1139
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開催報告

愛学七人会／平成26年1月2日（木）
3年ぶりの同窓会（OB会）に集まり、お互いの近況を知ることが出来ました。卒業後43年が経過す
るが、完全リタイア組もいましたが、未だ現役で頑張っている者もおり、お互いの共通点と言えば何か
しら身体のどこかに調子の悪いところがあることがわかり、お互いこれからも身体を労りながら毎日
渡部 輝満（S46年卒）
を過ごす事が大切であると、慰め合いながら次回の再会を約束しました。

そ う そ うか い

叟々会 発足5周年記念懇親会／平成26年3月14日（金）
法学部1回生9名、2回生9名と鈴木敏和先生臨席のもと、名駅南にある日本料理店「舞鶴館」に
おいて開催しました。参加者の内3名の方とは卒業後初めて顔を合わせ、思い出せないでいました
が、話が弾んで行くうちに50数年前の記憶がよみがえり、自己紹介を兼ね各自の現況を中心とし
た話が進みました。いつしか学生時代の思い出など、有意義な時をすごしました。最後に舞鶴館玄
関にて集合写真を撮影し、次回会えることを楽しみに散会しました。
安藤 勝美（S36年卒）

石田倫識ゼミナール／平成26年10月25日（土）
毎年恒例の石田ゼミ同窓会を、平成26年も行いました。私たちは、平成22年度卒と23年度卒の学
年を越えた仲よしゼミでした。それが卒業した今も続いて、合同で集まれるというのは先生の授業の雰
囲気作りのおかげだったのかな、
と思います。今回は、
先生が海外留学から帰国したばかりでしたので、そ
んな海外でのお話しや、学生の時には考えられないような社会に出てからのお互いの話し。公務員にな
ったメンバーもいるので普段は聞けないような話しをできる範囲で聞いてみたり、みんな学生の時と変
わらない感じで楽しい時間を過ごしました。社会人になってなかなか全員がそろうというのは難しいです
が、今後もこの集まる時間を大切にして続けていければと思います。
清水 菜美（H24年卒）

（平成26年9月1日付） 法務研究科

■昇
■退
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任（平成26年4月1日付）
職（平成26年3月31日付）

初川

満（専任教授）

時を過ごし、昔話やら異業種交流に花を咲かせ有意義な懇親会でした。

鈴木 繁隆（S49年卒）

■開催日：平成26年10月11日
（土）松江しんじ湖温泉 松平閣
高円宮家の次女典子さまと、出雲大社の権宮司千家国磨さんとの奉祝。テニスの錦織選
手の準優勝で湧く島根県の松江で今年は開催されました。今回は50名近くの出席者があ
りました。懇親会は、樋野達夫さんの笛による「古代浪漫への誘い」で始まり、荒木文之
助代表幹事の挨拶で開会、大学から酒井和美キャリアセンター部長からの挨拶と大学の近
況報告があり、同窓会本部を代表して山田孝文学部・心身科学部同窓会会長の挨拶があり
ました。広島同窓会、四国同窓会からも出席され、先輩・後輩が久しぶりに顔を合わせ歓

国際法・国際人権法

岩井

羊一（専任教授）

法務研究科

國田

武二郎（専任教授） 弁護士 刑事実務・民事実務

法務研究科

浅賀

哲（専任教授）

弁護士

法務研究科

芹田

健太郎（教授）

国際法・国際人権法

弁護士

刑事実務・民事実務

刑事実務・民事実務

中津範明
（S51年卒）

■開催日：平成26年10月25日
（土）帝国ホテル
10月25日
（土）関東同窓会に出席いたしました。今回は関東同窓会50周年記念として帝国ホテルで開催され、大学側の代表として高木
敬一学生部長が出席され大学の近況を報告されました。同窓会も商経会から余語充伸会長をはじめ各学部同窓会からも代表が出席いたし
ました。関東同窓会も50周年ということで総勢50名ほどの出席が有り先輩・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。私も旧知の顔をみつけ、久方ぶりの歓談に時のたつのも忘れるほどに和やかな時間を過ごさせていただきました。これからも本部同
大矢孝彦
（S42年卒）

■開催日：平成26年11月8日
（土）ロイヤルパークホテル高松
11月8日
（土）第21回四国同窓会懇親会に出席。全員写真撮影後、蓮井美知雄事務局長の司
会により、中野清治代表幹事挨拶、大学代表として檀伯彦教務部長の大学現況報告、同窓会代表
として野村和男歯学部同窓会副会長の挨拶、稜田福雄氏（法S45年卒）の乾杯で歓談に入った。
参加者は35名と前年に比べて少なかったが、皆和気藹々で楽しい時間を持つことができた。抽選
会、校歌斉唱、野村和男氏のエール、
日比野博樹関東同窓会副代表幹事の一本締めで会を閉じま
した。気になったのは中野代表幹事の挨拶の中で「最近、新会員数が年1〜2名になってしまった。その人が四国に帰って来ない。その中で会
伊藤照夫
（S48年卒）

■開催日：平成26年11月16日
（日）岐阜キャッスルイン
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
から始まった。丹羽英之岐阜県同窓会会長の挨拶の後、
髙木敬一学生部長の挨拶の後、同窓会
を代表して加藤勇法学部同窓会参与が挨拶をした。丹羽会長から、前回は岐阜県同窓会創立
20周年でたくさんの出席があったが今回はやや少ない、次回はもっと多く参加していただけ
るよう努力したいとの話があった。続いて福西紀雄名誉会長の音頭による乾杯があり歓談をし
た。アトラクションでは、
プロの歌唱があった。あとは楽しいビンゴ抽選会をし、次回の再会を約
束しお開きとなった。和気藹々とした有意義なひと時であった。出席者数約25名。

広島同窓会

法務研究科

の近況報告等があり、その後、来賓紹介及び懇親会へと進みビンゴゲーム等をしながら、和やかな

を運営しなければならない。」
という一言である。これは全ての同窓会の共通課題か？と考えさせられた。

岐阜県同窓会

平成26年6月28日、法学部同窓会の後、村上ゼミOB・OG会「兀伸会」が今年も開催されまし
た。早いもので、兀伸会も3回目となりました。会を重ねるごとに、参加者も増え、今回は先生を
含めて16名の参加がありました。会場が少し手狭であったこともあってか参加者の熱気に溢れ
た、 濃い 2時間余りとなりました。
（次回はもっとゆったりとできる場所にとの要望！）
当日は、仕事の関係で、残念ながら参加がかなわないメンバーもいましたが、このような世代を
超えたメンバーの結束は、私たち一人ひとりの貴重な財産に他なりません。そこで繰り広げられる
話を聞いて、お互いに刺激し合い、今後への、ますますの糧にしたいと感じました。
先生と有志は次の店へと…。ゼミのころの様子がふと思い出された楽しい夜でした。
浅岡 大輝（H25年卒）

任（平成26年4月1日付）

西同窓会代表幹事 山田晃生氏挨拶の後、大学代表として入試センター部長 引田弘道氏から学内

時間を過ごすことができました。玉木正昭副代表幹事の閉会のことばで和気あいあいのうちに終了しました。

四国同窓会

第3回 兀伸会／平成26年6月28日（土）

■新

9月7日（日）正午より関西同窓会懇親会が大阪キャッスルホテルに於いて開催されました。参
加者は、来賓8名、会員24名（商学部8名、法学部5名、歯学部8名、文学部3名）でした。会は、関

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。

こ つし ん か い

人 事（法学部関係）

■開催日：平成26年9月7日
（日）大阪キャッスルホテル

談する光景は、いつ見てもいいものです。余興として、古代の韻き（笛と太鼓のコラボ）があり、古代にタイムスリップしたような

関東同窓会

平成25年3月に本学法学部で長年教鞭をとってこられた黒神聡先生が無事定年を迎えら
れました。先生は昭和43年5月故木村健助先生のご紹介で愛知学院大学に奉職されて45
年間、私 達 教え子を温かく見守り育ててくださいました。ゼミ生は学部、大学院合わせて
600名を越える人数となりました。当日は60名を越える教え子が集まりました。上は還暦
を迎える世代から下は平成24年の卒業生まで集まり、先生ご夫妻のご健勝を祈念し、今ま
での感謝の気持ちをこめて会を催しました。中には親子二代で先生のゼミ生となった学友も
いました。本当は全てのゼミ生に案内を出したかったのですが、会場の都合もあり、各学年か
ら数名の代表の方に集まってもらいました。最後は教え子の子供の世代から先生ご夫妻に感謝の気持ちをこめて花束を贈呈しました。
石部 憲司（S51年卒）
黒神先生、奥様これからは私達卒業生がご恩返しをいたしますね。

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。

山陰同窓会

黒神ゼミ「黒神先生を社会へ送り出す会」／平成26年1月26日（日）

地方同窓会レポート
関西同窓会

OB・OG会合

「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。）

加藤 勇
（S38年卒）

■開催日：平成26年11月22日
（土）ホテルグランヴィア広島
11月22日
（土）広島同窓会定期懇親会に渉外部員の鈴木麻友（H25年卒）
と参加しました。図
書館情報センター館長の白石先生・法学部名誉教授の黒神先生・各同総会・地方同窓会の代表含め
参加者約５０名で行われた定期懇親会。今回は広島カープの木村昇吾選手が忙しい時間の間をぬ
っての家族参加で子供さんも大喜びでした。8月におきた広島での土砂災害の被害も役員・同窓
生の中には被害はなかったようで安堵いたしました。卒業して初めて参加の方も３名みえ、楽しん
でおられたように見受けました。地方での懇親会の人集めは大変なようで我々役員がもっと知恵を出し合って魅力ある同窓会にしていかなけ
ればとの思いを新たに致しました。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かぎりできるだけ出席して、今回欠席でも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。平成27年も元気でまた会いましょう！
！

伊藤桂子
（S45年卒）
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OB講座

キャリアデザインと法学

法 学 部 卒 業 生の O Bが 講 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。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11回目となります。

平成26年度において講義していただいたOB（敬称略）
講義日 テーマ

講

師

ジャンル

4/16

愛知県庁の仕事について

山田

英二

公務員（行政職） 愛知県庁愛知芸術文化センター愛知図書館

4/23

銀行員の仕事

伊藤

寛朗

金融業

株式会社十六銀行勝川支店

4/30

私からみた弁護士〜学生時代と現在の視点で〜 菊田

直樹

弁護士

中京法律事務所

5/

多くの職種がある福祉・介護の仕事について 谷川原良太

介護・福祉

志摩広域行政組合志摩福祉センター施設長

5/14

何の為に就職する
（はたらく）のか

福田

一夫

住宅ディベロッパー 積水ハウス㈱中部第一営業本部

5/21

さまざまな出会いと私の仕事

鶏徳

尚志

旅行業

名鉄観光サービス㈱スポーツ総合支店 次長

5/28

営業職の魅力とは

後藤

隆文

運輸・倉庫業

S&N ロジスティクス株式会社名古屋物流センター センター長

6/

製造業で働く〜購買という仕事〜

澤野

拓也

メーカー（輸送機器） 極東開発工業㈱パワーゲートセンター 係長

6/11

土地家屋調査士の仕事

平井

立樹

土地家屋調査士

平井測量登記事務所

6/18

警察の魅力

山内

和久

公務員（警察）

愛知県警察本部

6/25

海上自衛官の魅力

久木元

7/

テレビ局の裏側〜ディレクターになって見えた世界〜

藤本

純子

7/

消防官とは

守口

洋

暁

公務員（自衛隊） 鶴舞地方総監部

弁護士

総務部長

法学部同窓会活動インフォメーション

名古屋市消防局

部局別事業計画

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26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
展していくよう努めます。

事務局

●諸会議の実施 ●会員名簿の管理
●無料法律・税務相談会の実施

●OB講座の充実

財務部

●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

渉外部

●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

文化部

●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

広報部

●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

連絡
協議会

●大学・各学部に組織された他学部同窓会
との連携

監事

●会計監査

同窓会ホームページのご案内
平成25年にリニューアルされた同窓会ホームページは、新コンテンツも追加され公開中
です。新コンテンツとして「キャンパス四季彩」を追加しました。日進キャンパス内の四季
折々の風景や各種イベントを写真で紹介しています。
今後も定期総会のお知らせや法律税務相談会の模様など、最新の情報をアップ
していきますので、チェックをお忘れなく！

所長

警務部

警務課

2等海尉

マスコミ
（テレビ） フリーディレクター（テレビ番組制作）
公務員（消防）

法学部同窓会

■同窓会HPアドレス

消防司令補

「キャンパス四季彩」より

http://www.agu-houdosokai.org/index.html

■大学の最新情報はこちらから…

無料

法律・税務相談 報告

法学部同窓会主催 無料法律・税務相談を開催しました。
■ 開 催 日：平成26年10月18日（土）9：15〜12：00
■場

所：大府市勤労文化会館２階 研修室

■ 相談件数：10件
■ 相談内訳：法律相談 ７件の内訳（相談６件、交通事故１件）
税務相談 ３件

トップページ

法学部同窓会
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。

大学ホームページ
http://www.agu.ac.jp/
大学公式 facebook ページ
https://www.facebook.com/aichigakuin

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。

個人情報の取り扱いについて

○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。 同窓会事務局へ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………

団塊世代の高齢化に伴い、
近年は法律相談の相談内容が相続に集約され土地・財
産問題がひと際目立ってきています。
平成26年度も愛知県下
（大府市でも開催）
は10月1日
（水）
に各自治体での無料
法律相談会が実施されたためなのか、
今回の相談件数は10件に留まりました。
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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。

事務局業務時間について

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) ＦＡＸ 0561‑74‑1410
メール houdoso@dpc.agu.ac.jp
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最近の学生について

特別講演会

聴講レポート
日進キャンパスでは平成24年より「大学生のための

特別講演会」と称し、各界著名人をお招きし、百周年
記念講堂において講演会を実施しています。

学生部長

髙 木 敬一

ています。

私が学生の気質が自分たちの頃と変わったのかなと

ん。切れやすい子供やストーカーは、社会でしばしば

第1回（平成24年 月） 福澤 朗

感じたのは、今から20年近くも前のことでした。年

話題になっています。それらは、相手を十分に思い遣

第2回（平成24年11月） 東国原 英夫（前宮崎県知事）

「ピンチをチャンスに」

度初めにゼミでコンパを計画したところ、当初は都合

ることができない、他者との距離を上手く取れないと

第3回（平成25年 月） 池上 彰

（ジャーナリスト）

「学び続ける力」

が良いと言っていたにもかかわらず、前日になって出

いう点で共通しているように思われます。最近の若者

第4回（平成25年 月） 林 修

（予備校講師）

「いつやるか？今でしょ」

席できないとの申し出が相次ぎ、已むなくコンパを中

は、他人との付き合い方、コミュニケーションの取り

第5回（平成25年10月） 鳥越 俊太郎（ジャーナリスト）

止しました。その頃同僚や他大学の先生から、近頃の

方が、私などの学生時代とは少し違っているのでしょ

第6回（平成26年10月） 安藤 美姫 （元フィギアスケート選手）「あきらめない！〜安藤美姫ストーリー〜」

学生は、本当に仲の良い仲間やいわゆる

とは

う。少子化により、兄弟姉妹との間で揉まれた経験が

第7回（平成26年11月） 茂木 健一郎（脳科学者）

飲みに行くが、それ以外との付き合いを嫌がるという

少ない、外遊びなどを通じて幼い頃から他者と関わる

話しを聞いていましたから、成程こういうことかと思

訓練を受ける機会が減っている、テレビゲームなどの

名だたる講演者ばかりとあって、毎回多くの学生やご父

（＝学び続けることで無知を知り、更な

いました。元より私のゼミ運営の拙劣さが原因でしょ

普及により、友達と生で接することが少なくなってい

兄が来聴しています。中でも池上彰さん、林修さんの回は

る探究心が生まれること）、「暗黙知」

うが、学生気質の変化を感じずにはいられませんでした。

る等々が、今の若者について語るときしばしば指摘さ

記念講堂の2階席まで埋まる盛況ぶりでした。

（＝長年の経験やノウハウ、直感、勘や

もっとも、そのほかのことで、取立てて学生の気質

れます。私にはそれらが当たっているかを判断できま

が変わったと感じることはありませんでした。ところ

せんが、若者を取り巻く家庭や社会の状況が変わった

が、昨年度から学生部長として職員から学生に関して

ことが影響していると考えるのは自然なことのように

報告を受け、自らも学生と接するようになって、昔の

思われます。

連れ

学生とはやはり少し違うかもしれないと感じるように
なりました。

（フリーアナウンサー）

「学生生活とコミュニケーションテクニック」

「鳥越流！ポジティブな人生の歩き方」
「脳と創造性〜自分を輝かせるための秘訣〜」

この講演会は学生課が主体となり、本学学生が今後のキ

イメージといった経験的知識として語ら

ャリアデザインの目標を持つための一助として、講演を聴

れる知識）という言葉を紹介し、学び続

くことによって人生観や社会性を身につけてもらうために

けることの大切さをお話しされました。

企画されたものです。講演者にはできうる限り担当者が直

第4回では予備校教師、林修さんを迎

接会い、本学の校風や学生気質を伝えたうえでテーマに沿

えました。ご自身の経験を基に勉学に前

それらの状況のうちでも家庭をめぐる状況の変化が

ったお話をしてもらっています。アンケートからは「今後

向きに取り組めない学生に対し具体的な

最も大きな要因であることは、容易に想像できます。

のキャリアデザインを構築していくうえで参考になった」

アドバイスをいただきました。「つまら

や「前向きに考えられるようになった」をはじめ、「テレ

ないことをやめてしまうことは簡単な

ビでしか見たことのない人のお話を間近で聴けて感激し

事。そのつまらない勉学に真っ向から向

た」など、毎回楽しみにしている学生の意見が多数寄せら

き合い、理解できないことでも真剣に考え、持続させるこ

れています。

とに意義があり、それが自分自身を成長させ、人生の財産

まず、直ぐに切れる学生、些細なことで他人に暴言

職務上親御さんとお会いしていますと、親御さんがお

を吐いたり、暴力的な行為に及んだりする学生が見ら

子さんである学生に接する様子に違和感を感じること

れます。行為の対象は人間だけではなく、物や動物に

があります。たとえば、当方から学生への問いかけに、

向くこともあります。自制心がなくなっているのでし

代わってお答えになる親御さんがいらっしゃいます。

となる」とお話されました。説得力のある語り口とユーモ

ょう。相手のことを思い遣る心が薄くなっているとも

その度に学生に同意を求められるのですが、学生の方

はじめての開催となった福澤朗さんの回では、ご自身の

いえるかも知れません。

は何となく面倒くさそうに首肯くばかりです。また、

大学時代や新人アナウンサー時代で苦労した話を交え、今

平成26年10月に行われた第6回フィギアスケーター安

アあふれるその内容は、多くの学生を魅了しました。

後の大学生活を充実させるためのアドバイスをいただきま

藤美姫さんの回では、はじめてトークショー形式をとり、

した。また、「滑舌を良くするためのトレーニング方法」

フリーアナウンサーの平野裕加里さんとの軽快な会話のや

や「伝えたいことを強調するための話し方」など、福澤氏

り取りで会場が大いに盛り上がりました。「スケートを辞

男女交際に関わる問題はいつの世でも起きますが、

お子さんに意見したり、叱ったりできるのかなと、こ

なかにストーカーに発展しそうなものが見られるのは

ちらが心配になる親御さんもおられます。逆に、躾け

昨今の風潮かも知れません。女子学生が嫌がり、交際

に厳しい親御さんなのでしょうが、お子さんである学

のアナウンサー経験を存分に活かしてレクチャーもしてい

めたいと思ったことはあるが嫌いになったことはない」

を拒んでいるのにもかかわらず、男子学生が思い切れ

生の方がすっかり萎縮し、まるで怯えているようにも

ただきました。生で｢ジャストミート｣や｢ファイヤー｣とい

「やり通すことが自信につながり、人生のためになる」と

ないという、お決まりのパターンです。男子学生側は

見えることもあります。親子関係は様々で、軽々には

った定番フレーズも飛び出し、来場した学生の表情は終始

の言葉は実体験に基づく内容で、同世代の学生に響いたよ

自分の思いが受け入れられないことを頭では分かって

申せませんが、そんな様子を見ていると、若者を変え

笑顔でした。

うです。

いても、付き纏ったり見詰めたりといった行為を止め

たのは我々親の世代かも知れない、という思いさえ抱

られないのです。言っていることや書いたものから、

きます。そんなことを考えて、親としての我が身を振

気持ちの整理がついていないことが分かります。

り返る此の頃です。

これらは私が見聞きしたことの一部でしかありませ

12

これまでの講演者と講演テーマは以下の通りとなっ

第3回の池上彰さんの回では、池上氏がNHKの地方局に

「大学生のための特別講演会」は今後も開催が予定され

記者として赴任した際の苦労話や、退職前まで担当された

ており、本学OB・OGの方もご聴講いただけます（事前に

生番組において、時事問題等を受け取り手側にいかにわか

配布される入場整理券が必要）。講演者や開催時期につい

りやすく伝えるかに主眼を置き試行錯誤されたエピソード

ては大学ホームページで紹介されますのでこちらもご確認

を軽妙な語り口でお話しされました。また、「知識欲」

ください。
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この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）
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

学

科

氏

名

硬式庭球部
総合政策

ソフトテニス部

硬式野球部

サッカー部
柔道部

少林寺拳法部
馬術部

バレーボール部（男子）

ボクシング部

ウエイトトレーニング部

主

成
ダブルス：優勝

東海学生春季テニストーナメント大会

シングルス：優勝

東海学生テニス選手権大会

男子ダブルス：優勝

健康科学

金澤

康斗

東海学生選抜室内テニス選手権大会

ダブルス：優勝

ビジネス情報

岡本

憲明

東海学生テニス選手権大会

男子ダブルス：優勝

東海学生ソフトテニスシングルス選手権大会

優勝

康太

西日本学生ソフトテニス選手権大会

ダブルス：準優勝

現代企業

青木

彰彦

西日本学生ソフトテニス選手権大会

ダブルス：優勝

現代企業

青木

雅彦

西日本学生ソフトテニス選手権大会

ダブルス：優勝

商

藤田

東喜央

西日本学生ソフトテニス選手権大会

ダブルス：準優勝

総合政策

源田

壮亮

愛知大学野球連盟

春季リーグ戦

最優秀選手賞

法律

大藏

彰人

愛知大学野球連盟

春季リーグ戦

最優秀防御率選手賞、ベストナイン

経営

林

愛知大学野球連盟

春季リーグ戦

打撃賞、ベストナイン

商

稲吉

和也

愛知大学野球連盟

春季リーグ戦

ベストナイン

現代企業

西中

寿明

愛知学生サッカー選手権大会

大会ＭＶＰ

健康科学

水谷

侑暉

全日本大学サッカー

選抜選手

歴史

戌亥

政人

東海学生柔道夏季優勝大会

優秀選手賞

法律

原

東海学生柔道冬季優勝大会

優秀選手賞

歴史

山本

東海学生柔道体重別選手権大会

100ｋｇ級 : 優勝

歴史

森

東海学生柔道体重別選手権大会

66ｋｇ級 : 優勝

心理

岩田

泰彰

東海学生少林寺拳法大会

男女自由組演武有段の部：優勝

健康科学

都築

亜季

東海学生少林寺拳法大会

男女自由組演武有段の部：優勝

宗教文化

田村

綾乃

愛知学生自馬競技会

学生選手権馬場馬術課目 2000：優勝

愛知学生自馬競技会

障害飛越競技 80：優勝

賢太
勇人

国際文化

片桐

紗雪

中部学生フレンドシップ馬術大会

総合馬術競技・馬場馬術課目ツースター：優勝

日本文化

柘植

萌加

中部学生フレンドシップ馬術大会

学生選手権馬場馬術競技：優勝

総合政策

山内

晶大

ＦＩＶＥワールドリーグ 2014

日本代表

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

ブロック賞

健康科学

島田

卓海

西日本大学バレーボール 5 学連男女選抜対抗戦

スパイク賞

総合政策

尾関

翔太

中部学生トーナメント

ミドル級：優勝

国際文化

小坂井

中部学生トーナメント

ライトウェルター級：優勝

国際文化

笹本

大輔

中部学生トーナメント

ライト級：優勝

宗教文化

鈴木

博之

中部学生ボディビル選手権大会

優勝

全日本学生ボディビル選手権大会

3位

心理

中村

廉

中部学生パワーリフティング選手権大会

秋季男子 83ｋｇ級：優勝

健康科学

深津

政成

中部学生パワーリフティング選手権大会

秋季男子 74ｋｇ級：優勝

健康科学

羽佐田

全日本学生ボディビル選手権大会

6位

健康科学

藤本

中部学生パワーリフティング選手権大会

男子 74ｋｇ級：優勝

中部学生パワーリフティング選手権大会

男子 66ｋｇ級：優勝

全日本学生パワーリフティング選手権大会

男子 66ｋｇ級：優勝 ( 学生記録更新）

飯田

貴洸

総合政策

竹本

芳史

中部学生パワーリフティング選手権大会

男子 93ｋｇ級：優勝

日本拳法部

法律

杉本

大輔

日本拳法中部総合大会

一般男子Ⅱ部軽量級：優勝

ヨット部

現代企業

中村

匠吾

中部学生ヨット個人選手権大会

470 クラス：優勝

現代社会法

柴田

恵哉

中部学生ヨット個人選手権大会

470 クラス：優勝

法律

淵田

悠太

東海学生アーチェリーフィールド選手権大会

リカーブ部門：優勝

愛知県ターゲット県選手権大会

コンパウンド部門男女混合：優勝

東海学生アーチェリーフィールド選手権大会

コンパウンド部門：優勝

東海学生夏個人戦選手権大会

コンパウンド部門：優勝

東海学生陸上競技春季大会

400ｍ：優勝

愛知陸上競技選手県大会

200ｍ：優勝

日本学生陸上競技個人選手権大会

100ｍ：6 位

愛知陸上競技選手権大会

三段跳：優勝

陸上競技部

水泳部
剣道部
射撃部

総合政策

裕貴

安間

健登
椋次

宗教文化

奥村

総合政策

久留宮

歴史

木村

萌美

中部学生春季室内選手権大会

女子 400m 個人メドレー：優勝

国際文化

吉田

萌

日本選手権水泳競技大会

シンクロナイズドスイミングﾞ競技：ソロ 6 位

経営

加藤

康平

西日本学生剣道大会

優秀選手賞

中部学生ライフル射撃選手権大会

10ｍエアライフル

中部学生ライフル射撃三姿勢大会

10ｍエアライフル三姿勢 3×20 発：優勝

春季東海地区大学 ( 男子）ソフトボール戦大会

ベストナイン賞

フライングディスク競技（アルティメット）

日本代表

康二郎

日本文化

森川

真希

ソフトボール部

健康科学

吉川

大貴

フライングディスク部

総合政策

林

アウトドアフィッシング

法律

岡島

郁夫

中部支部バス釣り大会

優勝

バレーボール部（女子）

健康科学

飯田

実緒

東海大学春季リーグ戦大会

ベストスコアラー賞

健康科学

坂口

由記

東海大学春季リーグ戦大会

新人賞、スパイク賞

佳代子

名

秀徳

法律

森屋

拓也

日本文化

前川

日本文化

井上

大会名
東海学生居合道選手権大会

初段：優勝

東海学生居合道選手権大会

段外：優勝

愛知県居合道選手権

優勝

直哉

中日書道展

一科の部：特選

稜太

中日書道展

二科の部：二科賞

成

績

立射 40 発：優勝

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

硬式庭球部

東海大学対抗テニスリーグ戦

優勝

全日本大学対抗テニス王座決定試合

ベスト 8

東海大学対抗テニスリーグ戦

優勝

愛知学生ソフトテニス大学対抗リーグ戦大会

優勝

全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会

ベスト 8

愛知大学野球連盟

優勝

サッカー部

障害飛越競技 60：優勝

瀧瀬

氏
高橋

硬式野球部

愛知学生自馬競技会

グローバル英語

科

ソフトテニス部

郁也

健太

学
心理

クラブ名

近藤

壮哉

クラブ名

団体の部

ビジネス情報

政彰

※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

書道部

津村

志匠

個人の部
居合道部

現代企業

佑弥

(対象期間:平成25年10月1日〜平成26年9月30日)

績

健康科学

洋弓部
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船橋

大会名
東海学生選抜室内テニス選手権大会

10月11日の創立記念式典で表彰を行ったクラブ団体及び個人

春季リーグ戦

全日本大学野球選手権大会

ベスト 4

愛知学生サッカー選手権大会

優勝

東海学生サッカー選手権大会

優勝

全日本大学サッカートーナメント
バレーボール部（男子）

3位

愛知大学男女バレーボールリーグ戦

秋季大会

優勝

西日本大学バレーボール 5 学連男女選抜対抗戦

準優勝

ボクシング部

中部学生トーナメント

優勝

ウェイトトレーニング部

中部学生ボディビル選手権大会

優勝

全日本学生ボディビル選手権大会

準優勝

中部学生パワーリフティング選手権大会

優勝

日本拳法部

中部日本学生拳法選手権大会

優勝

ヨット部

秋季中部学生選手権大会

優勝

洋弓部

東海学生アーチェリー選抜選手権大会

男子：優勝

東海学生アーチェリー王座出場校決定戦

女子：優勝

フライングディスク部

全日本大学アルティメット選手権大会

8位

バレーボール部 ( 女子）

愛知大学男女バレーボールリーグ戦

秋季大会

優勝

全日本バレーボール選手権大会愛知県ラウンド

優勝

居合道部

全日本学生居合道大会

茶華道部

公益財団法人

徳川黎明会

ベスト 8
特別功労賞

※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。

クラブ・サークル紹介

硬式野球部

硬式野球部が平成26年の愛知大学野球春季リーグ戦（一部）で見事、
優勝を果たしました。優勝は3季ぶり46回目で、その後明治神宮野球場
で行われた第63回全日本大学野球選手権大会に出場（2年ぶり22回
目）しました。結果は惜しくも準決勝で神奈川大学
に敗れましたが、いずれの試合も僅差による接戦で、
投手を中心としたチーム力を全国に知らしめました。
法学部法律学科2年の大藏 彰人(おおくら あきと)投手は、先発ローテーションの一角を
担い、リーグ優勝に大きく貢献しました。また、最優秀防御率選手賞とベストナインも受
賞。持ち味の制球力を武器に、内外角を大胆に突く投球スタイルはプロのスカウトからも
注目されています。
クラブ同様、大藏投手の今後の活躍に期待しましょう。

〜大蔵選手からのコメント〜

我々硬式野球部は目標を神宮大会優勝、そして、
目的を人間性の向上と掲げ、日々練習に取り組んでいます。応援よろしくお願いします。

15

リレー 第5回

「私のふるさと」

３つの「ふるさと」

私の心の中に「ふるさと」は3ヶ所有ります。
1つ目は、この世に生を受け学校に上がる迄の期間過ごした場所、祖父
母が住んでいた田舎です。ここは、母も居ましたが母の妹たち（叔母）が
まだ結婚前で有ったのと、私は今では想像が付きませんが乳児の頃は体
が弱く祖父母・叔母達に大変世話になった所です。
2つ目は、小学生から大学迄過ごし今は有りませんが名古屋の実家で
す。ここは、両親と約20年間生活をした処で、ここでの生活で人生が決ま

H23.6 同窓会にて、小川さんと（加藤 左）

ったと言えます。名古屋での生活は、幼稚園・小学校から大学迄の期間過

ごし、人生の基礎を両親から教えてもらった場所でも有ります。この期間は、種々の勉強をし、受験の失敗に拠る挫折
や逆に喜びを得たりしました。
3つ目は、大学を卒業し就職し結婚をして自分の家庭を築いた大阪です。大学を卒業してから43年の内約7年間は転
勤にて名古屋に居ましたが現在迄大阪に居を構えています。就職した会社では、自分が大学で教わった事を大いに発揮
し、人の役に立つ業務を行う事をしようと心に決めて動きました。私は、人と話をする事は得意では有りませんでしたが
いやではなかったので、社内ではどの部門に行っても裏方に徹しての仕事をして来ました。その為、会社の自部門以外の
先輩・友人が多く出来ました。又、その後結婚し子供が出来ると会社業務も大切だが心の中では自分の家庭の大切さ・
比重が大きくなっていく事に気がつくことがよく有りました。
このように、3つの「ふるさと」とも今振りかえって見ると自分の人生に大いに影響が有った所と最近つくづく思ってい
ます。最後にいま、年齢は64歳になりましたが、この年になると「ふるさと」はいくつになってもなつかしく思います。
次回は、藤本純子さん（H13年卒）にバトンを渡します。よろしくお願いします。

魅惑の香りに誘われて、
つい…

加藤英明（S48年卒）

キャンパス紹介
人気です！「AGU屋台村」

平成25年4月より日進キャンパス第二食堂1階およびけやきテラス前に

て「AGU屋台村」が営業をはじめ、学生・教職員から好評を得ています。
営業は平日授業期の昼食時を中心に最大で5店舗が出店し、日ごとに
変わります。午後からは一部店舗が

↑行列ができることも

学生駐車場前に移動し、営業を「再

↓人気屋台のカレー＆ナン

開」。授業が終わり、小腹の空いた

学生の強い味方（敵？）になっています。販売メニューはカレーやどんぶりもの、ス
イーツ、からあげ、ケバブ、惣菜パンまで多種多様で、中でもナンかライスが選べる
本格インドカレーやクレープ、メロンパンが人気です。
OB・OGの方も図書館利用など大学お立ち寄りの際に是非ご利用ください。月
ごとのメニューは大学専用ページ（https://wcs.agu.ac.jp/campusp/top.do
画面左 information）にて公開中です。

編集後記

屋台と言えど、味は本格派！
！

すべての原稿を、お寄せ頂いた皆さんに、感謝いたします。報恩感謝。
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