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日進キャンパスでの法学部最後の教室風景
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新会長 あいさつ
第9代

愛知学院大学法学部同窓会 会長

中津範明

同窓生の皆様におかれましては、日々ご健勝にお過ごしの事とお慶び申し上
げます。日頃は同窓会活動に会員の皆様方のご理解とご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
このたび名誉ある同窓会会長を拝命いたしました。任期中は、同窓会発展の為に、全力を尽す所存です。
2021年には、昭和36年
（1961年）
に法学部第1回生が卒業してから60年目になります。会員も3万3百名
となり長い歴史を築きあげてまいりました。これも諸先輩のご尽力の賜物と厚くお礼申し上げます。
大学においては18歳人口の減少や、教育の多様化が急速に進み、社会においては、抜本的な構造改革
が求められているという社会情勢の中で、同窓会をとりまく環境は、情報化・国際化・高齢化・少子化が
進み、同窓会の運営は、大変厳しい時期を迎えています。同窓生一人ひとりの活力は、大学の発展に大き
く反映するものと考えています。
同窓会活動としては、在学生へのOBによる講座「キャリアデザインと法学」の開催、在学生への奨学金
給付、学業を共にした仲間とのクラス会開催へのOB・OG会合助成などです。そして、法学部同窓会事
務局は、2020年4月に長年住みなれた日進キャンパスを離れ、法学部と共に、名古屋城東側の名城公園
キャンパス
（MKC）
に、移転しました。
今後も、より多くの同窓生が集えるよう努めてまいりますので、会員の皆様のご支援並びに、ご協力よ
ろしくお願いいたします。

退任 あいさつ
第8代

愛知学院大学法学部同窓会会長 退任

伊藤桂子

2015年6月に加藤勇前会長から会長という
「バトン 」を渡されて、6年の歳
月が流れました。私としては、気楽に引き受けてしまった会長役ですが、実際
にはそんなに甘い役ではありませんでした。初の女性法学部同窓会会長という
ことで、会員の方や大学など皆様は大きな期待をもたれたことと思います。故
小出学院長からは、お会いするたびに
「がんばれ」という暖かい励ましの言葉をかけていただきました。
私は当初目標を3つ掲げました。①透明性の高い同窓会をめざす ②同窓会の財政計画を立て直す
③将来像の見通しを立てる ということです。在任中、できたかな？と感じるのは1番だけです。後の2
つはまだまだ道半ばにも行っていません。目標を達成することは難しい課題だと感じていました。
そんな中で2016年の法学部同窓会創立55周年記念事業は、皆様のご協力により楽しい思い出となり
ました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
今は2019年6月に、中津範明さんに会長の「バトン」を渡すことができ安堵しているところです。
在任中は会員の皆様、役員の皆様には何の力もない私に大きな力をお貸しいただきまして本当にありがと
うございました。
法学部は2020年4月に名城公園キャンパスに移転。法学部同窓会も学部と同じく、名城公園キャンパ
スに移転。母校愛知学院大学法学部と法学部同窓会がますます活躍することを望んで退任の挨拶とさせて
いただきます。
6年間のご協力ありがとうございました。
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2020年4月、
法学部が名城公園キャンパスに移転！
移転レポート

第

2 弾 堅田法学部長に伺う

2020年4月から、法学部と大学院法学研究科が名城公園キャンパスに移転し
ました。商学部・経営学部・経済学部のビジネス系3学部に続き、名古屋の中心地
で、新時代を担う法学部の新たな魅力について、4月から法学部長となられた
（2020年2月に取材）
堅田研一教授に伺いました。

■移転の意義
現在多くの大学が都心回帰ということで、利便性の高い場
所に移転する傾向にあります。その中でも名古屋の中心といえ
る名城公園キャンパス（MKC）は、交通の便が良いだけでなく、
官公庁が集まるエリアに近接し、法学部の学生は直にその現
場を体感できる環境です。通学の際にビジネスマンを目の当た
りにすることで刺激を受けることもあるだろうし、さらに産業・
官庁・民間それぞれの分野と提携した授業が行いやすくなる
という意義があります。大学を出た先の未来がイメージできる、
そんな現場を身近に感じられる、というのはこの場所ならでは
の大きなメリットでしょう。

■新たなカリキュラム
今年の新1年生から新たなカリキュラムとして「キャリア教育
科目」というものが加わりました。今まで教養教育科目と専門
教育科目の2本立てが、3つの大きな柱になり、1年生からキャ
リアデザインとして、社会人になるための具体的かつ現実的な
教育を行っていきます。
具体的には、初年次から、就職イメージが漠然と公務員や
社会人という程度にならないよう、個々がどんな未来を構築し
ていくかというビジョンを持てる授業となります。自分がどうい
うものに興味が向いているかを考えながら、これからの大学
生活4年間をより意義のあるものにしていけるよう、1年生の最
初の段階からキャリア教育として構成されています。それを通
して、自分に必要なカリキュラムを組み立て、しっかりとした動
機付けを行っていきます。
2年次になると「キャリア・デザインⅡ」として、春秋2単位ず
つで情報系の教育が始まります。
そして3年次は「キャリア・デザインⅢ」と「産官民提携講
座」が入ってきます。後者は、文字通り産業経済界と、役所・政
府の官と、民間、3つの関係機関と提携した講座となります。
一例を挙げると「産官民提携講座Ⅰ」というのは、税理士会
と提携をして、15回授業を行います。本講座はⅠからⅥまであ
るため、他にも地域連携センターが中心となって商店街と手を
組んで進めていく講座や、経営学部が主体の社会保険労務士
会との授業などがあります。
また、MKCの他の三学部と連携した「他学部連携」科目が
新設されます。法学部生がビジネス系3学部の授業を学部横
断で学べるため、関心がある分野をより深く探究していける仕
組みになっています。商学部の保険論や、経営学部の企業倫
理、経済学部の金融論など、今までは他学部の科目であった
ものも、法学部の専門科目として履修することができ、また、
商学部・経営学部・経済学部の学生たちも、法律を専門とする

教員から行政法などを学ぶことができるということになります。
法と経済というのはとても密接に関連しているため、名城公
園キャンパスに法学部が加わったことにより、4学部が連携し
て講座を開き合い、活発に行き来することで、実践的な授業を
広く選択できる環境が整った形になったと言えます。
この場所で固まってやれるというのは、学生同士のコミュニ
ケーションもそうですが、特に外部との連携講座などが集まり
やすくなるというメリットも大きいです。新しい施設そのものも、
今まではラーニングコモンズと呼ばれる図書館の学びスペース
があったのですが、その4倍ぐらいの広さで、新たにアカデミッ
クコモンズという名のエリアができ、学部を超えてグループワ
ークをしたり、外部の方と落ち着いて会議・打ち合わせができ
るような、様々なタイプの部屋を用意して、フレキシブルに使え
るキャンパスになっています。
建築としても環境先進的な施設として、30年後も最新だろう
といわれるぐらい地球環境に配慮したものです。また広く地域
の方にも使ってもらえるよう、とても開放的な作りとなっていま
す。

■法学部同窓会との連携
これからの法学部
新カリキュラムの「キャリア・デザインⅢ」は、これまでの法
学部同窓会とのタイアップ授業「キャリアデザインと法学」を引
き継ぐものです。教員がコーディネートしながら、法学部OB・
OGの方々に、ご自分の職業に関する話や大学時代の勉強が
どう役立っているのかを、リレー形式で話していただきます。
いろんな業界の方が順に講師となりますが、法学部は歴史が
長いこともあり、年齢にしても職種にしても幅がある充実した
卒業生がいると他学部から羨ましがられるほどです。
この講座だけでなく、同窓会の協力で宅建講座も開いてい
ますが、学生たちにとって、このような機会をステップにいろん
な資格試験にチャレンジしたり、視野が広がる学生が増えて
います。これらの繋がりから、地域の中核として今まさに活躍
している先輩がいることを、学生たちにしっかりと感じてもら
えればと思います。
そして、大学の勉強を活かして社会に出て、しっかりとその
役割を担っていき、いい人材が同窓会に入り、また同窓会との
連携も活発になるという好循環をしながら、伝統と実績を積
み重ねていきたいと思っています。
法学部同窓会の協力も欠かせないのですが、これとない地
の利を生かして、周囲とのネットワークを強固にしながら、ここ
でしか見せられない景色を学生たちに感じてもらいたいと願っ
ています。
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2019年度

懇親会 開催報告

昨年の懇親会は、2019年6月22日(土)名古屋東急ホテルにおいて、
定期総会終了後の正午より｢ルネッサンスの間｣で開催されました。来
賓21名、会員157名、
ご家族61名の参加がありました。

鈴木繁隆副会長が開会宣言を行い、伊藤桂子会長が挨拶し、総会後の役員会
で選任された新会長の中津範明さんを皆さんに紹介しました。
続いて、来賓の挨拶、奨学生への証書授与が行われ、法学部1年生ながらパ
ワーリフティングで全日本優勝をはたした土屋潤人さんに助成金を送り、今後
の活躍を応援しました。
最後に、皆さんお待ちかねの抽選会があり、当選番号が読み上げられるたびに
喜びやため息が流れ楽しいひと時を過ごし、次回の再開を約束してお開きと
なりました。

中津 範明 新会長

奨学生の6名

今回、堅田研一学部長より長年法学部同窓会を牽引してきていただいた安
藤丁士・加藤次男・吉田壽夫(欠席)各参与に感謝状が贈呈されました。

パワーリフティング
土屋 潤人 さん（法学部1年生）

司会・進行をしてくれた
放送文化研究会の学生

1等賞

炊飯器

「1等が当たりました」
とてもうれしいです。
S61年卒

豪華景品

藤掛さん

2等賞 折りたたみ自転車
「当たっちゃい
ました」

手首を骨 折して
から車 か 徒 歩
での買物でした
。これからはス
ーパーの買物も
楽になります。
これで健康生活
実行！
S45年卒 伊藤さ
ん

ー
クリーナ
スチーム
賞
等
2
窓会」

パスと同
パスに
「キャン
進キャン

交通費補助
2017年より取組を始めました東
海3県（愛知・岐阜・三重）以遠から
の参加による交通費助成でのご
参加は12名ありました。
東海3県以遠の方、
この助成を利
用して、ぜひ参加してください。
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助を
交通費の補
方から
受けられた
今回初参加でしたが、交通費補助
制度はありがたいです。金額の大小
は個人差があるかと思いますが個
人的には充分かと。
東京都より H6年卒 青井さん

では、日
に 戻っ
同窓会
の自分
生時 代
学
た
ます。
通っ
感じがし
思議な
に大
共
と
た様な不
出
思い
、大学の
は
品
賞
います
たいと思
鳥居さん
切に使い
S5 4 年卒

今回の２等賞品の一つ折りたたみ
自転車でした。当選された方は即
会場で乗られました。

総会報告
議

定期総会は、広報部高橋正子さんの司会・進行で行われ、会長の挨拶後、監事の鈴木厚司さんを
議長に、書記に武林悦子さんを選任し下記議案を提議し、質疑応答の上すべて承認されました。

題

１．平成30年度事業報告
２．平成30年度会計報告
３．監査報告
４．役員改選
５．2019年度事業計画（案）
６．2019年度予算（案）

2020年度の同窓会定期総会・講演会・懇親会のお知らせ
2020年6月20日
（土）名古屋東急ホテルにて開催予定しておりました総会・講演会・
懇親会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応として、総会の延期および
講演会・懇親会を中止とさせていただきます。
楽しみになされた皆様には、大変ご迷惑をおかけ致しますが何卒ご理解をいただき
ますようお願い申し上げます。
なお、総会につきましては、感染が終息し環境が整いましたら法学部同窓会ホーム
ページにて掲示、ご案内させていただきます。
皆様のご理解を重ねてお願い申し上げます。
2020年4月
愛知学院大学法学部同窓会

同窓会 HP

書籍案内
このたび法学部の先生が書籍を出版されましたので
ご案内します。
法学部同窓会では、本学法学部に関係ある先生・卒
業生・在学生が学術研究に関する書籍を出版したと
きには選考のうえ助成をすることにしております。こ
の書籍は助成をしました。
（詳しくは同窓会事務局へお問い合わせください。）

書
名
著 者 名
発行年月日
出版 社名
価
格
内
容

昔話とアニメの中の政治学
梅川 正美 教授
2019年9月1日
成文堂
1冊2,400円
昔話とアニメの中の政治意識をさぐる研究書
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合格者の喜びのメッセージ

二階堂 拓郎（にかいどう たくろう）

司法試験に合格

私は平成21年度に愛知学院大学法科大学
院卒業後、平成27年本学再卒業を経て、新司
法試験制度施行から8回目の受験にしてやっ
と合格できました。平成18年度に本学入学の
ために連れてきた当時1歳だった長女は中学
3年生になります。仕事をしながらの受 験など、夢を追い続けるのも
大変ですね。
本学には13年間お世話になったことになります。
今後はこの御恩に報いるべく、社会貢献できる実務家を目指し努力
します。

2019年9月10日に法務省より司法試験の合格者
が発表されました。2019年は愛知学院大学法科大
学院（ロースクール）の修了生の中から3名が司法試
験に合格しました。

佐々木 良次（ささき りょうじ）
私は5年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。誰しも絶対合格でき
るといえない難関試験であり、受 験生活は、
長く苦しいものでした。合格できたのは、ひと
えに、勉強を支えてくれた教員・チューター・
友の存在があったからです。合格発表の日、自分の受験番号を見つけ
た時の血が沸騰するような歓喜を忘れることはないでしょう。
皆様の支えに恥じぬよう、社会正義を実現し、依頼人に寄り添う弁
護士を目指します。

法学部奨学生
からのメッセージ

本 年度

私は 愛 知 学 院 大 学 法科大 学 院に参りまし
て、5年目5回目でようやく合格致しました。
本年度の受 験 期間は、大学院の先生方やチュ
ーターの先生に、勉強や精神面の不安などほ
とんど全ての心配事を吐露させて頂いていま
した。お陰様でこれまでで一番夢中になって勉強に取り組むことがで
きました。いつも「結果を楽しみにしています、期待しています」と言
い続けて頂きました。お言葉を受けて静かに闘志が湧きました。本当
に愛知学院大学の諸先生方に支えられて合格することができました。

2019年6月22日の同窓会総会に続く懇親会の席上で、
2019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。

伴 生（ばん いくる）
現代社会法学科 4年
今回、奨学生に選出して頂き誠にありがとうござ
います。これまで私が充実した学生生活を送ること
ができたのは支えていただいた家族や先生方、切磋
琢磨してきた法学部の友人達のお陰だと思います。8月から語学留学の
ためにアメリカに行きますが、同窓会の皆様への感謝の気持ちと奨学
生としての自覚を忘れることなく今まで以上に勉学に励み、将来の夢に
向かって前向きに歩んでいきたいと思います。

山田 麻理（やまだ まり）
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。今回私が選 んで頂けたの
は、日々支えてくれる家族や先生方、そして互いに切
磋琢磨することができる友人たちのおかげです。これからは奨学生とし
てより一層勉学に励むとともに、目標に向かってゼミの活動にも力を注
いでいきます。そして、同窓会の皆様のご期待に沿えるよう精進していき
たいと思います。

原 慶子（はら けいこ）
法律学科 2年

6

大川 裕喜子（おおかわ ゆきこ）

2019年度法学部同窓会奨学生に選考していただ
き、ありがとうございます。役員の皆様及び同窓会の
皆様のご期待に添えるよう、今後も勉学に取り組みた
いです。また、あと数年で社会へ出る身として、多分野で活躍されている
先輩方の後に続けるように、勉強以外の活動にも力を入れたいと考えて
います。大学生活を通してより多くのことを学び、身につけられるよう目
標に向けて努力していきたいです。

池田 烈（いけだ れつ）
法律学科 3年
私を奨学生に選出していただきありがとうござい
ます。私自身、短期留学や海外インターン、旅行を通
して将来的に海で人と関わる仕事を志すようになり
ました。その為に今出来る事は何かと考えた結果、TOEICや通関士の資
格取得をすることであると思い今年の目標に設定致しました。今後の学
生生活では、物事を自分の力で公正に判断できる力と、国際社会が生き
ていく為に多様な価値観に触れ自分自身の人生軸や指針を構築してい
きます。

三輪 春那（みわ はるな）
現代社会法学科 3年
この度は2019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。今まで何事
にも悲観的だった私にとって、今回奨学生に選ばれた
ことは大きな自信となりました。この自信を力に変えるべく、より一層
勉学に励んで参りたいと思います。また、これまで私が充実した大学生
活を送ることができているのも、沢山の方々の支えがあってこそです。
感謝の気持ちを忘れずに、残りの大学生活を過ごしていきたいです。

川崎 舞子（かわさき まいこ）
現代社会法学科 2年
この度は、2019年度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。今回、採用
して頂けたのは先生や友人、家族など沢山の方々が
支えてくださったおかげです。私を同窓会奨学生として選んで下さった
皆さんや私を支えてくださる全ての方々のご期待に沿うべくより一層勉
学に励み、何事にも挑戦していきたいです。
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本学卒業生弁護士による

法律相談

役に立つ！交渉術
弁護士
１

はじめに
今回は「交渉術」を取り上げます。交渉とは、利害関係があ
る者 同 士 が合 意に達 するために行うコミュニケーション で
す。離婚や相続は人生でそう何度も起こることではありませ
んが、交 渉はあなたの人 生にものすごく頻 繁に発 生します。
「くらしの法律相談」と題するこのコーナーに、これ程ふさわ
しいテーマが他にあるでしょうか（いや、ない）。
２ Win‐Winを目指す
い き な りで す が 交 渉 の 極 意 を お 教 えし ま す。そ れ は 、
「Win‐Winの結果を目指すこと」です。Win‐Winとは、あな
たも得をするし、相手も得をするということです。
例えば、あなたがお姉さんで、あなたと妹の２人で２個のオ
レンジを分け合う場面を考えます。１個ずつ分けますか？そ
うすると、それぞれがオレンジ１個分ずつ得をします。悪くな
い結果です。しかし、もっといい結果があるはずです。少し条
件を足してみましょう。例えば、あなたはオレンジの皮を使っ
てマーマレードを作りたい。そして妹が腹ペコだということを
あなたは知っている。このとき、あなたが妹に向かって言うべ
きことはただ一つ。
「オレンジの中身は２つともあなたにあげ
るわ。その代わり皮は全部私にちょうだい」です。あなたが２
個分の皮を手に入れ、妹が２個分の中身を手に入れる。これ
がホンモノのWin‐Winです。このような結果を目指すことこ
そが、交渉において最も大切なことです。結局はそれがあな
たの利益を最大化するからです。
３ 知恵を絞る
ここで強調しておきたいのは、Win‐Winの結果に至るため
には知恵を絞らなければならないということです。姉が２個
分の皮を手に入れ、妹が２個分の中身を手に入れるというア
イディアに辿り着くのは、決して簡単なことではありません。
交 渉にはクリエイティブな思考が求められるのです。単純で
機械的な思考に縛られたり、ましてや考えることを放 棄して
大 声で怒鳴り散らしたりするのは、交 渉人とは呼 べません。
知恵を絞って、新しい価値を生み出していくのが交渉人です。
４ Win‐Loseを目指してはいけない
もしあなたが相手の利益を全く考えないでWin‐Loseに持
ち込もうとすれば、相手も同じようにWin‐Loseに持ち込も
うとします。そうすると、お互い消耗戦になって結局破綻する
か、どちらかが嫌な思いをして終わることになります。これで
は、Win‐Loseを目指す交渉が円満に終結する可能性は非常
に低いです。どれくらい低いかというと、私が綾瀬はるかにプ
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中島 恵一郎（あすなろ法律事務所）

ロポーズをして成功する可能性と同じくらい低いです（つまり
必ず失敗します）。
巷にはWin‐Loseに持ち込むためのニセモノの交渉戦術が
溢れています。あなたも「ドアインザフェイス」、
「フットイン
ザドア」、
「グッドコップバッドコップ」といった交渉戦術を聞
いたことがあるかもしれません。紙幅の都合で内容は省略し
ますが、これらは全てニセモノの交渉術です。あなたは、この
ようなインチキを使ってはいけません。まともな交渉人には
簡単に看破されるからです。また、こういった戦術を使う輩に
騙されないようにして下さい。
５ BATNAを意識する
ここで、とても汎用性の高いテクニックをご紹介します。そ
れは、
「BATNA」
（「バトナ」と読みます）を意識することで
す。BATNAとは、Best Alternative To a Negotiated
Agreementの頭 文字を取ったもので、日本語では「交渉が
決裂したときの最良の代替案」といった程の意味です。要す
るに、交渉が破談に終わったらどうなる（・・）のか、どうする
（・・）のかを事前によく考えておいて下さい、ということです。
具体例を見てみましょう。あなたは友 人にシャツを売る交
渉に臨もうとしています。あなたはその交 渉に臨む前に、古
着屋に行ってそのシャツが1000円で売れることを確認して
おきます。そうすると、
「古着屋に1000円で売る」というの
があなたのBATNAになります。このBATNAがあれば、あな
たは友人との交渉で1000円までしか値下げする必要がなく
なります。逆に、友人の立場からすると、900円しか出さない
と強硬に言い張ると破談に終わる可能性が高くなります。
交渉に臨む前に、自分のBATNAを正確に把握し、相手の
BATNAも可能な限り把握することが大切です。BATNAを明
確に意識しないまま交 渉に臨むと、ものすごく損をすること
になったり、交渉の方向性が定まらずに無意味に長期化した
りします。また、交 渉の結果が自分にとって得なのか 損なの
かのチェックもできません。BATNAを意識しない交渉は、い
いことが全くありません。
６ 最後に
あなたにはもうお分かりのとおり、正しい交渉術は自分も
相手も両方ハッピーにします。誤 解されがちですが、交 渉術
は相手を騙したり出し抜いたりして、自分だけが一方的に得
をするためのテクニックでは決してないのです。交 渉術はあ
なたの人生の非常に多くの場面で役に立ちます。是非試して
みて下さい。

本学卒業のOB弁護士 （敬称略）
氏 名
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

所属先
村田法律事務所
桜月法律事務所
弁護士法人隼綜合法律事務所 日進事務所
垂井町法律事務所
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
春日井法律事務所
みのり

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
島田綜合法律事務所
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
すずたか総合法律事務所 名古屋オフィス
あすなろ法律事務所
西山・下出法律事務所

〒

住

所

電話番号

453‒0042

名古屋市中村区大秋町3-29 ユーハウス本陣202

052-446-5138

604‒8381

京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル４階

075-802-3070

470‒0136

日進市竹の山３丁目４１５

0561-65-3323

503‒2122

岐阜県不破郡垂井町表佐５０７-１ デジマックス垂井２階

0584-76-2086

477‒0031

東海市大田町後田２０-１ ソラト太田川２階

0562-85-4947

460‒0002

名古屋市中区丸の内３丁目４１ ＡＭビル９階

052-962-2208

460‒0002

名古屋市中区丸の内３丁目６-４１ DDSビル６階

052-951-6311

487‒0013

春日井市高蔵寺町４-６-１２ コスモビル３０２

0568-53-0057

486‒0844

春日井市鳥居松町５-７８ 名北セントラルビル６階

0568-85-4877

460‒0002

名古屋市中区丸の内２丁目１-３７ エスパシオ丸の内8Ａ

052-202-8838

442‒0855

豊川市新栄町２-１ 神戸ビルエクセラン１階西

0533-95-2666

460‒0002

名古屋市中区丸の内３丁目６-４１ DDSビル６階

052-951-6311

450‒0002

名古屋市中村区名駅４丁目３-１０ 東海ビル４階

052-561-5400

904-2151

沖縄県沖縄市松本３丁目１-３

098-989-4821

460‒0002

名古屋市中区丸の内３丁目５-１０ 名古屋丸の内ビル７階

052-228-0156

444‒0831

岡崎市羽根北町4-2-28

0564-58-3151

460‒0002

名古屋市中区丸の内３丁目５-１０ 名古屋丸の内ビル４階

052-961-3071

460‒0002

名古屋市中区丸の内3丁目5-40 ロイヤルセッションズ2階・3階・5階

052-955-0095

460‒0002

名古屋市中区丸の内２丁目１-３７ エスパシオ丸の内３階

052-201-7391

460-0002

名古屋市中区丸の内３丁目2-22 名城ビル６階

052-957-1106
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先生、

高木 敬一 先生

第11回

理想の講義への情熱

シリーズ

？
か
す
で
気
お元

秋が深まり始めたある日、愛知学院大学日進キャンパス内にてご多忙の中、お時間をいた
だき近況を伺いました。就任当初よりは学生の顔を見て講義するようになったかなと、謙
遜を交えながら、これまで歩まれた道と現在の大学についての思いを語られました。
（インタビューは2019年11月に行いました）

幕開けとなる大学3年の出会い
民事訴訟法について、高木教授は、法律学の中でも少し特殊
で、昔から眠いに素（もと）
と書いて眠素（＝民訴「みんそ」※民
事訴訟の略）
と言われるほど専門用語や特殊な知識の多い分野

者の立場で永年情熱を注ぎ続けられることとなった。

大学とはどのような人材を世に送るかが使命

だと説明する。そんな民事訴訟法を教え30数年になるが、永く

法律家を志す中でも専門的であり、
ともすると興味を持ちに

研鑽を積むのにはある人物との運命の出会いがあったという。

くい民事訴訟法は、基本法を学ぶのとは違い手続きを考える分

高校時代、
日本は学園紛争の中。占拠や封鎖など毎日の報道
を見て活動する運動家たちに共感するというよりは、秩序に興

野になるため、思考の積み重ねができることがポイントとなる。
争っている原告と被告各々の主張を聞き、相対的に捉え、いか

味を抱いたという。法学部に入った頃は、憲法や刑法が面白い

に適切に処理していくか。その考え方が社会に出て役立ってい

んじゃないかと思ってはいたものの、憲法そのものは政治的な

くことは想像に難くない。揉め事だけではなく仕事をして行く上

素養が多分に必要であり、政治的な主義主張を好まなかった学

で、その基礎的なバランス感覚のようなものを培っていくこと

生時代の高木教授は、民事法の分野に”
どちらかといえば”
とい

が意義となる。

う気持ちで大学3年を迎えた。

とある卒業生の結婚式の席で「彼がなにを知ってるかは知ら

その時出会った民事訴訟法の教授こそが、その後永年に亘る

ないが、調べることができる力があるやつだ」
と褒めたつもりで

自身の専門となるきっかけを作った。振り返れば少年時代、子供

挨拶したことがある。言われた本人は頭をかいていたが、何か

向けの歴史本をしばしば読んでいたためか、そこから学んだ知

があった時に、
こんな時はこう考えればいいはずだとか、何をど

識でテストを受けた折に正解した者がクラスで自分だけだった

う調べればいいのか、
どういった方法を探すのか、彼はそれがよ

という記憶が、社会科という教科を好きにさせたのかもしれな

く理解できる人物であった。どの学問もそうであるように、習っ

い。高校受験を控えた時、先生に「将来何かやりたいことはある

たことというのは社会に出てすぐに使える何かではなく、民事

か」
と聞かれ、
「サラリーマンで結構です」
と言い、担任にひんし

訴訟法で言うなれば、問題に対する基礎的で的確な対処の仕方

ゅくを買うような、お世辞にも素直な子どもとは言い難いところ

が身につく時間が大学であろう。

があった。運動はさほど得意ではなかったから、現代であればゲ

教鞭をとり始めた頃から時代は変わり大学も厳しいと言われ

ーム三昧になるんだろうなと想像しながら、幼い頃から法律学

る昨今、社会や法律は変転していくが、教えているその根幹は

を志すような確固たる意思があったわけではないと言う。

全く変わらないと信じている。現在学生部長という立場も兼任

しかし、大学3年の民事訴訟担当教授の授業がとにかく面白

しながら多事多端の中で感じる学生たちの変化を見ることも多

かった。口調は江戸っ子よろしくべらんめえ調であり、口は悪い

くなったが、彼らに興味を持ってもらえるように料理をした講義

が他意はなく、惹きつけられる講義内容を後から教科書で辿ろ

が理想だと語り、
現場の授業に専念したいと語った。

うと思うと初めから終わりまで飛んで網羅しているような、そん

卒業生というのは一番の宝だと高木教授は言う。社会に出て

な授業であった。眠素と揶揄される難解な内容でも、基本を踏

卒業生たちが活躍していることをもっと学生たちに知ってもら

まえつつ噛み砕いて興味を引くように再構成をされていたのだ

いたい。企業で中核となり、社会で存在感を発揮している先輩

ろう。引き込まれて聴いてるうちに、先の指導教授が「お前らの

たちを感じて羽ばたいてほしいと願う。それには愛知学院大学

中に大学院に行こうなんて思っている変な奴はいないか」
とお

で学んだことを強く誇りに思えるような、そして若い先生方にも

っしゃったのが入り口となり今に至っている。

同じ気持ちを持てるよう、
この大学を威信のあるものにしてい

その魅力のある講義と、理想の教授と思える人との出会いに
高木

きたい。今なおその眼差しには硬い決意を感じる。

敬一（たかぎ けいいち）教授

■ プロフィール
出身大学・大学院：早稲田大学大学院 法学研究科 博士後期課程 単位取得
取 得 学 位：法学修士
研 究 分 野：民事訴訟法
研究テーマ：民事訴訟の審理と当事者
■ 主要著書
〔共著〕
『民事訴訟法（新版）』
（青林書院、
1998年）
〔木川統一郎ほか19名共著〕
『破産法』
（青林書院、
1998年）
〔櫻井孝一ほか18名共著〕
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よって、法律学の中でも応用科目とされる民事訴訟法を、指導

『争点ノート民事訴訟法（改訂第2版）』
（法学書院、
2003年）
〔櫻井孝一ほか13名
共著〕
■ 主要論文
「訴訟要件の意義に関する一考察」愛知学院大学論叢法学研究28巻1・2号
（1985年）
「氏子による代表役員地位不存在確認等請求事件－宗教法人の内部紛争と信
者の原告適格－
（最判平成7年2月21日民集49巻2号231頁）」愛知学院大学宗
教法制研究所紀要47号（1999年）
「口頭弁論の懈怠－期日の懈怠を中心に－」法学教室242号（2000年）

地方同窓会レポート
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
同窓会総会等の模様をレポートしてもらいました。なお、地方同
窓会は全国に学部の枠を超えて組織されています。各地方同窓

会の活動エリアにお住いの方、勤務されている方、名古屋の同
窓会と共にぜひ参加してください。各地方同窓会の活動エリア
等の連絡先は、法学部同窓会事務局にお問い合わせください。

■開催日：2019年9月1日（日）グランド白楽天（阪急グランドビル）

関西同窓会

令和になり初めての総会及び懇親会が、9月1日阪急グランドビル27階グ
ランド白楽天で開催されました。出席者は、前回より若干少なく34名でし
た。開会宣言を監査役の下市氏が行い、主催者を代表して山田晃生代表幹
事様の挨拶が始まりました。来賓挨拶は大学を代表して副学長の高木敬一
先生が、大学の近況等を話された後、本部同窓会代表として私が挨拶来賓
の紹介、平成最後の会計報告後、懇親会に移り乾杯の発生を歯学部本部同
窓会副会長の西本氏が行いました。その後は思い出話などに花を咲かせな
がらビンゴゲーム等を行い、楽しい一時を過ごし最後に校歌を全員で斉唱
しました。次回は声掛け運動をしてもっと多くの同窓生が集まる同窓会に
出来る事を約束し、散会となりました。

鈴木

繁隆
（S49年卒）

■開催日：2019年9月28日（土）ホテルセンチュリー21広島
9月28日広島同窓会定期懇親会に出席しました。大学からは学長補佐の二

広島同窓会

宮先生が出席。各学部同窓会の代表・地方同窓会の代表が出席して約30
名の参加で第26回定期総会・懇親会が開催されました。二宮先生は、名城
公園キャンパスの現在の様子など大学の現況を報告されました。地方同窓
会の人集めは今回もまた大変なようでした。今回はヴァイオリンの演奏が
ありました。演奏曲はクラッシックだけでなく昔懐かしい曲もありました。
会は和んだまま時間は過ぎ、校歌斉唱で、閉会になりました。同窓生の皆さ
んは時間の早い経過に、名残惜しく、また次回も元気で再会を約束してそ
れぞれの家路に向かわれました。広島同窓会の皆さん、私にも楽しい時間
を過ごさせていただきまして本当にありがとうございました。
伊藤

桂子
（S45年卒）

■開催日：2019年10月5日（土）
米子（ANAクラウンプラザホテル米子）

山陰同窓会

10月5日（土）第52回山陰同窓会定期懇親会が33名の出席者をもって開
催されました。玉木正昭代表幹事の挨拶で、会の出席者増については難し
い（昨年プラス1名）状況である。対策を考えなければならないとの説明あ
り。ちなみに、大学在籍者数は8名（鳥取3名、島根5名）だそうである。他
の地方同窓会も抱えている問題であると思う。続いて、井上誠学長補佐に
より文学部卒業の吉田萌（めぐむ）さんが東京オリンピック候補になった
事、法学部が2020年4月に名城公園キャンパスに移転する事、等々現況説
明あり、歓談に入る。皆和気藹々でなごやかな雰囲気であった。杉原引一郎
顧問の閉会挨拶時に、珍しく追加の4名の会担当者が紹介され終了となり
ました。

伊藤

照夫
（S48年卒）

関東同窓会

■開催日：2019年10月26日
（土）銀座 三笠会館
2019年10月26日（土）東京銀座の「三笠会館」で関東同窓会懇親会が開催されました。日比野代表幹事の挨拶に続き大学
を代表して出席された学長補佐内藤勲先生より大学の近況が報告され、続いて商経会本部同窓会余語充伸会長が挨拶し、乾
杯、懇親会に移りました。参加者は来賓を含め32名でしたが各々友好を深める会となりました。和やかな懇親会の中、先輩同
窓生の1人が発言され、最近愛知学院大学野球部が神宮大会に出場出来ないのが非常に寂しいので、是非関東同窓生が揃っ
て応援に行ける事を楽しみにしている旨を、大学側に伝えて欲しいとの話しもありました。ビンゴゲーム等も楽しみ、あっとい
う間の2時間でしたが全員再会を約束しお開きとなりました。
疋田

勇喜致
（S39年卒）
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四国同窓会

■開催日：2019年11月9日（土）リーガホテルゼスト高松
出席者30余名全員での記念 撮 影で第26回四国同窓会定 期懇親会が開
始。中野清治代表監事の挨拶の後、大学を代表して、後藤俊明副学長の挨
拶と大学の近況報告がありました。本部同窓会代表として、私が挨拶をし
ました。来賓紹介、乾杯と進み、懇親会に入りました。毎年出席される方が
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
に語り合い、また抽選会もあり楽しい時間を過ごしました。次回の再会を
約束して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。今回は、法学部同窓会から5名の出席がありました。次回以降も増える
事を期待します。
中津 範明
（S51年卒）

岐阜
阜県
県同
同窓
窓会
会
岐

■開催日：2019年11月10日（日）岐阜キャッスルイン
11月10日（日）岐阜県同窓会第26回定期懇親会に、渉外部副部長服部賢子さんと出席しました。出席者全員の校歌斉唱で
始まり山田武志参与の挨拶の後、本部同窓会代表として、私が挨拶をしました。アトラクションでは、マジックショーがあり、若
いマジシャンが各テーブルを回り、楽しい時間を過ごしました。恒例のビンゴ大会もあり、大いに盛り上がりました。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卒）

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。）

そ う そ うか い

叟叟会／2019年3月20日
（水）

4月中旬のような暖かさで、素晴らしい晴れの日に東京から鈴木敏数先生にご
参加を頂いて、2019年3月20日に叟叟会を開催しました。加藤次男氏の司会で
始まり、中井啓二会長挨拶、水渓明志君氏の乾杯の後、食事をしながら先生と参加
者は久し振りの顔合わせで、和やかな雰囲気で歓談をしました。食事中に、鈴木先
生のお話で、世界史の本を枕元に置いて、毎日少しで良いから読むようすすめら
れ、すると頭の回転も良くなり老けないとの事でした。最後に、井上二實氏の1本
締めで終了し、最後に、2018年秋に亡くなられた、林董一先生に、黙祷をし先生
の死を悼みました。
中井 啓二
（S36年卒）

AGU48の集い／2019年6月22日
（土）

2018年度より、同窓会総会・懇親会と同日開催に併せて、第5回“AGU48の集
い”を手羽先で有名な世界の山ちゃん本店にて開催し、8名の同期生が集いまし
た。話題は老後の連絡はお金の掛からないラインでのやり取りが必要と互いにラ
イン登録の確認でした。2020年には法学部が名城公園キャンパスへの移転と
2021年が法学部同窓会60周年式典、そして我々も古希を迎えるので次回は出席
者20名を募りたいと意気込んで閉会をしました。
小川 守（S48年卒）

こ つし ん か い

兀伸会／2019年6月22日
（土）

今回も、兀伸会はOB・OG18名に加え、現役生5名が参加して大盛況でした。それ
ぞれ、忙しい日々を送っていますが、この日を楽しみにしているメンバーも少なくあり
ません。県外からも、多数の参加があり、あらためて村上ゼミの結束を確認しまし
た。二次会に駆けつけてくれるメンバーもいて、会場はパンパンでしたが、それだけ
に遅くまで盛り上がった夏至の夜でした。
篠原 泰隆（H24年卒）
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元気で一献！プチ同窓会！
！／2019年7月16日
（火）

例年6～9月に開催しているこの同窓会を、今回は7月16日の泊まりで、三河三
谷温泉で現地集合にて開催しました。いつものごとく、大学生時代に戻った顔で昔
話を肴にイイ一時を過ごしました。宿に着き、温泉で汗を流した後、食事処で卒業
アルバムや写真を見ながら、お互いの印象に残ってた行動や、他の友などの話に夜
遅くまでの歓談を楽しみました。写真だけでは思い出せないかもしれませんので、
今回は5人の出身地と名字を載せておきますので、少しでも気になったら、事務局
へお尋ね下さい。写真中央から時計回りに、尾張旭・田島、八百津・垣下、可児・渡
辺、御嵩・清水、浜松・髙柳の5人です。
髙柳 祐仁（S55年卒）

おつかれさん会／2019年8月3日
（土）
2019年8月3日（土）4回目となるおつかれさん会水遊びが開催され12人中7
人が参加しました。この会は法学部卒業時に自然発生した会で、飲み会・泊まり旅
行、そしてこの夏の水遊びと趣向を変えて会合を定期的に行っています。過去3年
間は台風で天候を気にしながらの寒い水遊びでした。令和という新しい時代を迎
えた初の会合は、雲ひとつない晴天になり渥美半島でBBQと海水浴を楽しみまし
た。道中では、大学の講義や流行ったことの話題になり懐かしい気持ちになりまし
た。卒業から5年が経ち、結婚する会員もいるなど環境の変化もありますが、令
和、そして次の時代になっても仲良くしていきたいです。集合写真は解散前に会員
の新居前で撮影しました。
浅井 良和（H27年卒）

法学部卒業アルバム委員OB会／2019年12月7日（土）

今回もメンバー恒例となった梅川先生をお招きし、忘年会を開催しました。レギ
ュラーメンバーの1名がスキルアップと称し、東京へ拠点を移し今回は5名の参加と
なりました。だんだん会う回数も卒業直後と比べ減ったとは言え、先生をはじめ、
無事を確認する唯一の顔あわせです。あっという間の3時間でした。
後藤 隆文（H4年卒）

昭和54年卒と同友会／2019年12月14日
（土）

2019年12月14日(土)に名駅にある居酒屋水面月で、忘年会を兼ねて同友会7名＋1
名（同友会の奥様）で開催しました。いつも6月の同窓会懇親会で会うのですが、なか
なか全員が揃わないので、今回は忘年会を開催し、横浜からも一人参加して頂きまし
た。昔なつかしい話や体調の話ばかりでしたが盛り上がりました。今回は7名でした
が、これから同友会を増やし、同窓会の懇親会の参加や忘年会をしていきたいと思い
ます。
竹内 幹（S54年卒）

平成30年春の褒章で藍綬褒章を受章
清野

一 郎 さん【旧姓石田さん】
（昭和44年卒）

清野さんは、永年にわたり消防庁東京上野消防団において、地域の安全・防火活動に尽力され
この度の受章となりました。清野さんは、津島市出身で卒業後、東京都台東区で自動車販売業を
経営されながら、地域の防災のため45年間にわたり精力的に取り組まれました。現在も副団長
として観光施設や文化財の多く集まる上野・秋葉原の防災活動に励んでおみえです。
（会報発行時期の変更によりご紹介が遅れてしまいお詫び申し上げます。）
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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の在学生です。

クラブ名

アイスホッケー部

硬式野球部

氏

名

商学科
健康科学科
総合政策学科

学

科

沖野
伊藤
高村

郁実
功騎
啓人

中部学生アイスホッケー選手権大会
中部学生アイスホッケー選手権大会
中部学生アイスホッケー選手権大会

最多アシスト賞、
最多ポイント賞
最多得点者賞、
最多ポイント賞、ベスト6
最優秀ゴールキーパー賞

商学科

西川

海里

中部学生アイスホッケー選手権大会

新人賞、
最多ポイント賞
最多得点者賞、
ベスト6

総合政策学科

岡

愛知大学野球秋季リーグ戦
愛知大学野球春季リーグ戦

ベストナイン、
打撃賞
ベストナイン

勝輝

績

経済学科

上田

東海学生弓道選手権大会

準優勝

準硬式野球部

商学科
経営学科
健康科学科
商学科

大河内 聖登
藤﨑 凌也
豊田 健資
山元 瞭

東海地区大学準硬式野球春季リーグ戦
東海地区大学準硬式野球春季リーグ戦
東海地区大学準硬式野球春季リーグ戦
東海地区大学準硬式野球春季リーグ戦

ベストナイン
打率ベスト10
ベストナイン、
打率ベスト10
ベストナイン、
打率ベスト10

ゴルフ部

心理学科
健康科学科

本田 剛康
川口 莉歩

コカ・コーラボトラーズジャパン杯争奪愛知県学生ゴルフ選手権
コカ・コーラボトラーズジャパン杯争奪愛知県学生ゴルフ選手権

優勝
優勝

宗教文化学科

井邊

成政

健康科学科

磯和

開

歯学科

佐野

清香

西日本学生相撲個人体重別選手権大会
西日本学生相撲個人体重別選手権大会
全国学生相撲個人体重別選手権大会
全国女子相撲選抜ひめじ大会

115kg未満級：6位
75kg未満級：準優勝
ベスト8
50kg未満級：優勝

宗教文化学科

太田

将旭

中部学生フレンドシップ馬術大会

総合馬術競技1スター2009馬場馬術課目A：優勝
中障害飛越競技110cm：準優勝

現代社会法学科

野村

将人

歴史学科

石黒 まりん

中部学生自馬競技大会
中部学生馬術選手権大会
愛知学生馬術大会

M級D障害：準優勝
総合：準優勝
障害30cm：優勝

健康科学科

竹下

総合学科
健康科学科

河野 亜蘭
岡森 怜夢

健康科学科

赤星

健康科学科

森

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
西日本バレーボール大学男子選手権大会
西日本大学バレーボール5学連男子選抜対抗戦
西日本バレーボール大学男子選手権大会
西日本バレーボール大学男子選手権大会
東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
西日本バレーボール大学男子選手権大会
西日本大学バレーボール5学連男子選抜対抗戦
東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

最優秀選手賞
最優秀選手賞
最優秀選手賞
リベロ賞
レシーブ賞
セッター賞
セッター賞
セッター賞
最優秀新人賞、
サーブ賞

経済学科

本間

諒平

日本文化学科

樫原

康太

グローバル英語学科

安田

美帆

中部日本学生競技ダンスラテン選手権大会
中部日本学生競技ダンス選手権大会種目別戦
東西対抗学生競技ダンス選手権大会
中部日本学生競技ダンスモダン選手権大会
中部日本学生競技ダンス選手権大会種目別戦
中部日本学生競技ダンスラテン選手権大会
中部日本学生競技ダンス選手権大会種目別戦

準優勝
チャチャチャ・パソドブレ・サンバ：優勝
クイック：4位
準優勝
ワルツ・タンゴ・クイックステップ：優勝
準優勝
チャチャチャ・パソドブレ・サンバ：優勝

英語英米文化学科
経営学科

ロペス ガブリエル
坂野 圭輔

中部学生ボクシングトーナメント戦
中部学生ボクシングトーナメント戦

ウェルター級：優勝
バンタム級：優勝

宗教文化学科
法律学科
総合政策学科

中島 竜成
神谷 知弥
千葉 大雅

経営学科

野田

一賢

健康科学科

宮城

晟

法律学科

土屋

潤人

中部学生秋季パワーリフティング選手権大会
中部学生秋季パワーリフティング選手権大会
中部学生秋季パワーリフティング選手権大会
全日本学生パワーリフティング選手権大会
中部学生秋季パワーリフティング選手権大会
中部学生ボディビルディング選手権大会
IPF世界クラシックパワーリフティング選手権大会
全日本学生パワーリフティング選手権大会

男子83kg級：優勝
男子59kg級：準優勝
男子83kg級：準優勝
105kg級：準優勝
男子93kg級：優勝
ベストポーザー賞
ジュニア男子59kg級ベンチプレス：3位
59kg級：優勝

健康科学科

松居

智咲

日本U23トライアスロン選手権
日本パラ陸上競技選手権大会

準優勝
T46 400m：優勝（日本新記録、大会記録更新）

関東パラ陸上競技選手権大会

T46 100m：優勝
T46 400m：優勝
（日本新記録）

天皇陛下御即位記念2019ジャパンパラ陸上競技大会

T46 100m：優勝
（日本新記録、世界新記録）
T46 400m：優勝
（日本新記録）

World Para Athletics Grand Prix2019 パリ大会

T46 100m：4位
T46 400m：優勝

中部学生秋季水泳記録会

100m自由形：優勝
50mバタフライ：準優勝

私立大学対抗戦
中部学生スポーツ射撃競技大会
中部学生スポーツ射撃競技大会

10mDPS60：優勝
10mBR60：優勝
10mAPS60：優勝

馬術部

バレーボール部（男子）

競技ダンス部

ボクシング部

ウェイトトレーニング部

陸上競技部

水泳部

総合政策学科

優希

伸城
北斗

石田

駆

健康科学科

矢野

訓史

法律学科
英語英米文化学科

加藤 雅之
吉田 匡志

射撃部

全国ピストル射撃競技大会
（U-30）
法律学科

ソフトボール部

フライングディスク部
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成

弓道部

相撲部

拓哉

大会名

加藤

隼悟

10mAPS男子立射60発競技Final：準優勝
APS MIXED TEAM Final：優勝
（ジュニア日本新記録）

日本学生選抜スポーツ射撃競技大会
中部学生スポーツ射撃伏射大会
中部学生スポーツ射撃選手権大会

10mAPS60M：優勝
10mDPS60：優勝
10mAPS男子立射60発競技：優勝

商学科
健康科学科
総合政策学科

花井
稲垣
柴田

大輔
咲良
開世

秋季東海地区大学男子ソフトボールリーグ戦
秋季東海地区大学男子ソフトボールリーグ戦
東海地区大学
（男子）
ソフトボールリーグ戦

ベスト10
ベストマネジメント賞
プリンススポーツベストテン

経営学科

長瀬

颯冴

全日本大学アルティメット選手権大会中部予選
ULTIMATE NEXT GENERATION CUP（UNG）中部大会

スコアボードリーダー：1位
スコアボードリーダー
（ブロック）
：1位

健康科学科

柴田

真吾

全日本大学アルティメット選手権大会中部予選

スコアボードリーダー：2位
ブロックスコアボードリーダー：1位

2019年10月15日表彰を行ったクラブ団体及び個人

(対象期間:2018年9月～2019年9月)

個人の部
クラブ名

氏

名

大会名

アウトドアフィッシングクラブ

宗教文化学科
宗教文化学科

学

科

竹下
宮田

敦士
律輝

全日本学生釣魚連盟中部支部主催エリアトラウト大会
中部地区合同バス釣り大会

優勝
優勝

成

空手道部

総合政策学科
心理学科

吉永
安藤

建
実紅

春季東海地区大学空手道選手権大会
秋季東海地区大学空手道選手権大会

一般男子組手：準優勝
女子組手：優勝

ラクロス部（女子）

健康科学科

中村

友香

東海学生ラクロスリーグ戦

得点王
初段の部：優勝
二段の部：優勝

居合道部

宗教文化学科

杉浦

元紀

東海学生居合道選手権大会
愛知県居合道段別選手権大会

軟式野球部

現代社会法学科
法律学科
経営学科
現代社会法学科
総合政策学科

江口
竹下
川村
恒川
太田

幹太朗
和希
貴仁
智生
昂輝

中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦
中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦
中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦
中部日本学生軟式野球連盟春季リーグ戦
宇陀市長杯インカレ大学軟式野球全国大会

連盟特別賞
2部：最優秀選手賞
2部：最優秀投手賞
2部：優秀選手賞
敢闘賞

健康栄養学科

近藤

奈月

法律学科

山岡

桂汰

歴史学科

梶田

汐里

日本文化学科
日本文化学科
日本文化学科
日本文化

清水 紀早
大谷 祐喜子
遊佐 あすか
梶田 夕貴

中日書道展
全日本高校・大学生書道展
蘭亭書道展
全日本高校・大学生書道展
蘭亭書道展
中日書道展
蘭亭書道展
全日本高校・大学生書道展
中日書道展

二科：奨励賞
漢字：優秀賞
九州朝日放送奨励賞
漢字：優秀賞
沖縄タイムス社奨励賞
二科：奨励賞
熊本朝日放送奨励賞
篆刻：優秀賞
一科：準特選

書道部

績

団体の部
クラブ名

大会名

成

績

クラブ名

アイスホッケー部

中部学生アイスホッケー選手権大会
愛知学生アイスホッケー競技会

準優勝
優勝

弓道部

東海学生弓道選手権大会

女子：準優勝

ソフトテニス部

東海学生ソフトテニス大学対抗リーグ戦大会

男子：優勝
女子2部：優勝

硬式庭球部
ゴルフ部

東海大学対抗テニスリーグ戦
中部学生ゴルフ秋季大学対抗戦

優勝
男子：準優勝

相撲部

西日本学生相撲競技大会
西日本学生相撲新人選手権大会
西日本学生相撲選手権大会
西日本選抜学生相撲大会

ベスト8
4位
6位
6位

馬術部

中部学生自馬競技大会

総合：準優勝

バレーボール部（男子）

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東海ブロックラウンド
東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会
愛知大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会
東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
西日本バレーボール大学男子選手権大会
東海大学ビーチバレーボール男女選手権大会
全日本ビーチバレーボール大学男女選手権大会

優勝
準優勝、ベストサポート賞
優勝
優勝、ベストサポート賞
優勝
優勝
ベスト8

中部学生ボクシングトーナメント戦
中部学生拳法選手権大会

優勝
男子：準優勝

ボクシング部
日本拳法部

大会名

成

績

中部学生スポーツ射撃伏射大会

10mAR60：優勝

中部学生スポーツ射撃選手権大会

10mAR男子立射
60発競技：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

男子：8位

空手道部

秋季東海地区大学空手道選手権大会

男子組手：準優勝
女子組手：準優勝

バレーボール部（女子）

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会
愛知大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

準優勝
優勝

おんさいEXPO
全日本よさこい学生選手権

総合部門：準大賞
優勝

にっぽんど真ん中祭り

総合：優秀賞4位、前夜祭大賞
どえりゃ～どうとくパレード会場賞

東海学生ラクロスリーグ戦
女子ラクロス・スーパーカップ

優勝
4位

射撃部

よさこいサークル「常笑」

ラクロス部
（女子）
居合道部

全日本居合道大会

4位

ARTフットサルクラブ

全国大学同好会サッカー選手権大会2018東海予選
全日本大学フットサル東海地域大会
全日本大学フットサル大会

優勝
優勝
5位

軟式野球部

中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦
宇陀市長杯インカレ大学軟式野球全国大会

2部：優勝
準優勝

スィンギングオールスターズ

THE 50th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 西日本大会

優勝

※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
土屋 潤人さん（法律学科２年）が
2019年アジアクラシックパワーリフティング選手権大会
ジュニア男子59kg級で３種目金メダル獲得
2019年６月上旬にスウェーデンで行われた世界クラシックパワーリフティング選手権大会
において入賞し、同年6月22日法学部同窓会総会で助成金を送った土屋

潤人さん（助成のと

きは1年生）は、その後、同年12月にカザフスタン共和国にて開催されたアジアクラシック大会
で、スクワット・ベンチプレス・デットリフトの３種目全てにおいて金メダルを獲得しました。
パワーリフティングは、バーベルの挙上重量を競い、体重カテゴリー・年齢カテゴリーでわけ
られるスポーツです。土屋さんは、本学ウエイトトレーニング部に在籍中です。
今後も、世界を見据えて活躍する土屋さんを応援しましょう。
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OB講座

キャリアデザインと法学
2019年度のOB講座・キャリアデザインと法学の講義
（履修者数253名）は４/17～７/17迄の期間、毎週水曜
日15時10分から、13業態のOB講師にそれぞれ90分の
講義を担当していただきました。
今回からは講義後に質問時間を設けるのではなく、前週
に学生が提出した質問を同窓会事務室で整理し纏めた質
問を講師に伝え、当日の講義内容に織り込んで説明して頂
く事で学生との距離感が縮まり、何名の受講者がその職種
に関心を抱いているかを知ることも出来て講義への一層
の興味が伝わって来ました。

2019年度に講義していただいたOB・OG（敬称略）
講義日

テーマ

講

4/17

物流業界の現状と展望について
～ドライバー不足と働き方改革とどう向き合うか～

後藤

4/24

旅行業界とＩ
Ｔと人

5/8

師

ジャンル

所属・役職

隆文

物流

S＆Nロジスティクス㈱
名古屋物流センター センター長

鶏徳

尚志

旅行業

名鉄観光サービス㈱

すぐ先の未来に出会う法

佐藤

友哉

ドラッグストア

株式会社ツルハ

5/15

銀行の仕事について

寺本

佳弘

金融・銀行

百五銀行

5/22

土地家屋調査士と司法書士の仕事について

新田

佳良

土地家屋調査士
司法書士・行政書士

新田法務測量事務所

5/29

弁護士の仕事

生田

晃生

弁護士

いこいの森法律事務所

6/5

税理士の仕事について

浅野

信司

税理士

浅野税理士事務所

6/12

マスコミの仕事 ～テレビ番組ディレクターの視点～

藤本

純子

マスコミ・放送

フリーディレクター

6/19

建設・不動産の仕事について

市川

裕恭

住宅・不動産

貝沼建設㈱

6/26

教師という仕事から考えるキャリアデザイン

長谷川加奈子

教育

名古屋市立今池中学校

7/3

警察の仕事について

河合

博明

公務員（警察）

愛知県警察

7/10

消防の仕事について

白井

恵司

公務員（消防）

7/17

自衛隊について

佐部利 誠
中川 智央

公務員（自衛隊）

港支店

営業課長

支店長代理

中川支店

支店長
教師

警務部警務課

次長

名古屋市消防局 瑞穂消防署
警防地域第2課 主任
防衛省陸上自衛隊 法務幹部
防衛省陸上自衛隊 基地通信中隊

陸曹

リレー 第10回

「私のふるさと」 「名古屋市博物館」
私は、愛知県名古屋市瑞穂区で生まれました。家の前は名古屋市営の電車通りで、朝5時
から夜11時まで、市電が時速20km位でベルを鳴らしながら運行していました。いわゆる都
会の谷間で電車の音を子守唄にして育ちましたので、山あり、川あり、海ありのふるさとを
持っていらっしゃる方たちを羨ましく思っています。昭和45年以前、まだ自動車の数が少な
い頃は、毎年10月に行われている名古屋祭りに協賛して花電車が10日間程運行されました。
3輌連結の電飾されたきれいな車輌はとても美しく、特に夜は真っ暗な空に映えていた事を憶えています。新聞に花電車の運行時
刻が掲載されていますので、遠い所からも人々がでてきて、待っていました。その後、自動車社会が到来し、軌道の上をゆっくり走
る市電が邪魔になってきました。名古屋市は、市電を廃止し、線路・石畳を取り除き、バス路線にしました。名古屋祭りの時には、3
台の花バスが通りましたが、電車と異なり、迫力がなく、数年で消えてしまいました。その中猛烈な自動車の洪水時代がやってま
いりました。市は交通手段を地下に移し、市営地下鉄を何本も建設しました。私の家の前も深さ30m位のところに地下鉄が走って
います。地下鉄は信号がないので、名古屋駅や栄などどこへ行くのもとても便利になりました。
我が家から徒歩5分のところに名古屋市博物館はあります。散歩の途中に時々訪問します。入口を入ると正面ロビーに、市民の
寄附による大きなロダン作「考える人」があります。博物館では、年2回程60日単位で色々な展覧会を開催しています。ゴッホ展・
ピカソ展の時には、とても多くの方が来場されました。今まで印象に残っているのは、佐伯祐三展と青木繁展です。居ながらにして
素晴らしい作品群を見ることができました。2階は常設展会場です。名古屋の石器時代から現代までの遺物が数多く展示されて
います。たて穴式住居・10両大判・なぞの石棒・銅鐸など、観ていると時間のたつのを忘れてしまいます。3階は展示室が8室あり、
市民に開放されています。週替わりで、油絵・水彩画・陶芸・書などの個展・グループ展が行われています。皆様名古屋へお越しの
節は、名古屋市博物館へお立ち寄りください。
藤掛 尚之（S61年卒）
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事務局からのお知らせ
法学部同窓会事務局は、名城公園キャンパスに移転しました。
2020年４月名城公園キャンパス（MKC）に新棟のALICE（アリス）タワーが完成し、法学部が日進キャンパスから移転しました。
それに伴い、法学部同窓会事務局は、名城公園キャンパス
（MKC）
にあるAGALS（アガルス）
タワー３階に移転しました。

連絡先

愛知学院大学 法学部 同窓会事務局（名城公園キャンパス内）
〒462-8739 愛知県名古屋市北区名城３丁目１-１
TEL：052-911-1011（代） 内線：2303
FAX：052-911-1050
事務取扱時間：月／10：00～17：00・火～金／９：00～16：00
（昼休み11：45～12：30）（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
ホームページ http://www.agu-houdosokai.org/
Ｅ-mail

houdoso@dpc.agu.ac.jp

会 員 の 皆 様 へ
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、同窓会報に添付さ
れている変更届用紙の送付で行う
ことができます。

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。

事務局

●諸会議の実施

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、支部同窓会との連絡調整およびOB・OG会合助成

文化部

●学術書出版者、大学院法研会への助成 ●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

●会員名簿の管理

●OB講座の充実

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
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
しきさい
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、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。

しきさい

トップページ

■同窓会HPアドレス

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

HP「キャンパス四季彩」より

■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

編集後記

同窓会 HP

目まぐるしい情勢で編集内容が変更を余儀なくされていることを、お許しください。今号から総会案内が郵送費の都合上、一
部掲載を控えております等々。緊急事態宣言中のお問合せはホームページにてご確認ください。
（三浦）

愛知学院大学 法学部 同窓会 会報 Vol.78
愛知学院大学法学部同窓会

2020.5.10

〒462-8739 名古屋市北区名城3丁目1-1 愛知学院大学 名城公園キャンパス内
TEL：052-911-1011（内線2303） FAX：052-911-1050 http://www.agu-houdosokai.org/
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!!
新型コロナウイルス感染症
拡大防止への対応として中止。

2020年6月20日㈯

■ 受 付／15：30～

１等 ロボット掃除機 ルンバ
２等

開 催 場 所
栄駅
久屋大通

４等 ワンタッチ テント

広小路通

中部電力

６等 オリジナル銘菓
※景品は変更になる場合があります。

名古屋 東急ホテル

名古屋高速

若宮大通

至名古屋IC

地下鉄名城線

松坂屋
パルコ

５等 グルメ券

地下鉄東山線

中区役所

大津通

三越

錦通

栄町12番出口

ラシック
地下鉄鶴舞線

2020年3月学部卒業新会員の会費は 無料

伏見駅

至名古屋西JCT

ご家族中学生以上1,000円／人です

３等 ジューサーミキサー
愛知県芸術
オアシス21 文化センター
東海テレビ

伏見通

名古屋東急ホテル 3階
■ 会 費：会員4,000円

クッキングプロ
グリルホットプレート

●地下鉄・栄駅下車 12番出口より東へ徒歩5分

今年の景品は「エンジョイライフ」
をテーマとして選んでいます。
名物のお楽しみ抽選会で
是非ぜひGETしてください。

二〇二〇年度同窓会を左記の通り開催いたしますので、

開 催 日

ご出席ください。

会も
お楽しみ抽 選
ありますヨ〜！

愛知学院大学法学部 同窓会へ行こう！

年に一度のお祭りです
また皆さんと
お会いしましょう。

The Graduates’ Association of the AICHI-GAKUIN University Faculty Law.

