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「私のふるさと」「私のふるさと」

待望のカフェが誕生しました！待望のカフェが誕生しました！

法学部 同窓会 会報 2016.1.1

平成27年9月に日進キャンパス第三食堂（11号館）の1階がリニューアルされ、学

生待望のカフェコーナーが設けられました。その名も「シーザース・カフェ」。今流行

の対面カウンターでドリンクを注文、待つこと数分で挽き

たてのコーヒーやラテ系ドリンクが味わえるとあって人気

を博しています。内装だけでなく、テーブルやソファも新

調されたカフェ空間は女子学生からもおしゃれになった

と好評。サイドメニューでは、ジェラートやマフィン、ベー

グル、サンドイッチなどを選ぶことができ、授業の合間や

授業後に気軽に立ち寄れるスポットとなっています。

OB・OGの方も図書館利用時など大学にお立ち寄り

の際に是非ご利用ください。営業時間は授業期平日の

10：00～17：00です。

特に女子学生に好評です

テーブルや椅子もおしゃれです ちょっと自慢できるメニューです

んなに嫌いで飛び出した故郷」「家族の声もただ重くて苛立っていたよ」歌手・

　　　　　 俳優の福山雅治さんの歌の歌詞です。私は大学を卒業後、テレビ局に就職して

からまさにこんな思いで故郷を出ました。早朝から深夜に及ぶ仕事が忙しく、電車を乗り

継いで通う毎日と、両親からの心配の声が煩わしくなり、家を出て名古屋市内で一人暮らし

を始めました。仕事はどんどん忙しくなりましたが、同時にとても楽しくなり、故郷へ帰る

ことも少なくなっていきました。数年後に母が突然亡くなりました。くも膜下出血でした。

　　　 と一緒に暮らすことができた時間を、自分のわがままで失くしてしまったことに、

　　　　 とても後悔しました。一人暮らしをして仕事に励んできたことによって得たことは

たくさんあったけれど、大切な人に二度と会えなくなる日がこんなに早く来るなんて思いもしなかったのです。

んな母が私を愛し育ててくれた町、愛知県小牧市は４５０年前に、若き織田信長が

　　　　 天下統一の夢に向かってスタートを切った歴史ある町です。加えて豊臣秀吉、徳川

家康の三英傑が関わった小牧山城という今日も存在する希有な史跡があります。また、名

神、東名高速道路、中央自動車道の結節点、県営名古屋空港を擁する恵まれた広域的交通条

件を生かし内陸工業都市として発展しています。ショッピングモールはもちろん、様々な店に

はほとんど駐車場が完備されていて、子供を持つ親にはとても暮らしやすい町です。大きな

工場も多く、最近ではベストセラー作家の東野圭吾さんの小説「天空の蜂」が映画化され、

物語は小牧のとある工場から始まることで話題になりました。私も5年前、織田信長のよう

に新しい夢に向かっていこうと再び故郷へ帰ることを決めました。新しい家族と共に。母が

私に生きる力を貸してくれたように、小さな息子二人をこの町で育てながら、素晴らしい故郷

に誇りを感じる毎日です。一緒に見たこの空から見てくれているかな。 次回は山田晃生さん

にバトンを繋ぎます。よろしくお願い致します。　　　藤本（旧姓小林）純子（Ｈ１３年卒）

テレビ局で勉強中の新人社員時代

奇祭として有名な田縣神社（小牧市）

世界中の人々が、穏やかに過ごせるよう、平和を祈る、この頃であります。幸せの連鎖を願います。（トシ）

新しい夢に向かって再び故郷へ新しい夢に向かって再び故郷へ
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そ
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ご参加いただいたみなさん、お疲れさまでした。 お礼申し上げます。

定期総会・講演会・懇親会 開催
平成２７年度

総会報告講演会

懇親会

平成27年度定期総会は、監事の鈴木厚司さんが
議長に指名されて、下記の第1号議案から
第6号議案までを提議し、すべて承認されました。

１．平成26年度事業報告

２．平成26年度会計報告

３．監査報告

４．役員改選

５．平成27年度事業計画（案）

６．平成27年度予算（案）

議　題

2 3

当選おめでとうございます！

平成28年6月25日（土）に名古屋東急ホテルで開催します。

平成28年度の同窓会定期総会・創立55周年記念式典・懇親会は

※詳細については11頁をご覧ください。
恩師との再会や同級生との再会を楽しみに・・・　是非、ご参加下さい。

当

たり
ました!

当

たり
ました!

総会にて各議題とも承認されました。

1等 当選　「おひつ御膳（炊飯器）」
五藤　保夫さん（昭和47年卒）
「何十年ぶりの同窓会」
退職後、何十年ぶりかの同窓会、友人との団欒と楽しい一時を過ごし、
思わぬ賞まで頂き、良い思い出となりました。

平成27年度定期総会・講演会・懇親会が日進キャンパス内の学院会館で、
少し暑くなった平成27年6月28日(日）に開催されました。
定期総会はＢ階ホールにて時間が早いにも関わらず多数の会員の参加をいただき、
事務局提案の議事に対し質疑応答の上すべてを承認いただきました。
総会終了後引き続き同ホールにて南川法学部長により「社外取締役」と題して、
講演をいただきました。
総会・講演会終了後、皆さんが楽しみにされている大抽選会がある懇親会がグリルにて開催されました。

定期総会・講演会終了後場所を１階グリルに移し、懇親会が開催されました。
懇親会には、中野理事長、南川学部長はじめ多数の先生、地方同窓会のご代表の方、
会員とそのご家族を含めて170余名の参加をいただきました。

今回も、懇親会会場にて
例年のように6名の奨学生に
対し奨学生証書を授与しました。

今回は特別表彰として
山田孝子さんが表彰
されました。（7頁に掲載）

講演の内容については、4頁に掲載しております。

今回は“ＨＡＰＰＹ”をテーマに「大抽選会」の
景品が選定されました。当選番号１番違いの
方の溜息がよく聞こえました。

懇親会の
大抽選会
懇親会の
大抽選会
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法学部長講演会

従来から、社外取締役（会社法２条15号）に
は、業務執行者から独立した立場から、業務執行
者による業務執行全般の評価に基づき、取締役会
の決議における議決権を行使すること等を通じて、
業務執行者を適切に監督することを期待できる、
と主張されてきた。つまり、社外取締役には「守
りのガバナンス」において役割を発揮することが
期待されてきた。
会社法上、このような社外取締役は、次の各場

合に設置が強制される。すなわち、①特別取締役
による取締役会制度を採用している場合（会社法
373条）、②監査等委員会設置会社制度を採用
した場合（会社法331条６項）及び③指名委員
会等設置会社制度を採用した場合（会社法400
条１項３項）である。
しかし、社外取締役の設置が強制されていなく

ても、監査役会設置会社（公開会社かつ大会社に
限る）であって有価証券報告書提出義務があるも
のが社外取締役を置いていない場合は、取締役は、
定時株主総会において、社外取締役を置くことが
相当でない理由を説明しなければならない（会社
法327条の２）（平成26年会社法改正）。そし
て、「置くことが相当でない理由」については、
一般に、社外取締役を置かない理由を説明するだ
けでは足りず、社外取締役を置くとかえってその
会社にとってマイナスの影響を及ぼすという事情
を説明しなければならないと説明される。この説
明は極めて困難だから、事実上、このような監査
役会設置会社は、社外取締役を置かざるを得なく
なる。
ところが、そもそも監査役会設置会社には、社

外監査役が最低２人必要であるが（会社法335

条３項）、それとは
別に最低１名の社
外取締役を置く必
要が生ずることになる。最低３名の社外役員の設
置は、株式会社にとってやや負担が重いであろう。
そこで、平成26年会社法改正では、いわば監
査役会の役割を最低３名の取締役（うち過半数は
社外取締役）からなる「監査等委員会」に担わせ
る、「監査等委員会設置会社」形態が新たに設け
られた。この形態においては、監査役は置かれず、
最低２名の社外取締役を置けば足りるため、監査
役会設置会社形態から監査等委員会設置会社形態
への移行が進んでいる。
というわけで、「守りのガバナンス」の要とし
ての社外取締役の設置は、今後も促進されていく
であろう。
他方、いわゆる「コーポレートガバナンス・コ
ード」（企業統治指針）が取引所の上場規則等の
改正等に盛り込まれ、平成27年６月１日から適
用されている。これによると、（独立）社外取締
役を用いることを通じて、会社におけるリスク回
避・抑制、不祥事防止といった側面のみならず、
健全な起業家精神の発揮を促し、会社の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上を図るところに
主眼が置かれている。つまり、社外取締役には、
「守りのガバナンス」だけではなく、「攻めのガバ
ナンス」の役割をも期待されてきているといえる。
ただ、社外取締役の適格要件は厳格なので（会
社法２条15号参照）、その要件をみたしつつ、
攻めも守りもこなせるという人材は、そう多くは
ないのではないか。そうであるならば、社外取締
役は、その適格要件をみたす者から守りに重点を
置いて選任し、攻めも守りもこなせる人材は、社
外取締役の適格要件をみたさない者に求めた方が、
かえって会社の発展という観点からは望ましいの
ではないか。攻めも守りも「社外取締役」に求め
るというルールが果たして適切であるか、今後検
討していく必要があると思われる。

法学部長　南川和範
社外取締役について社外取締役について 初めまして、弁護士の吉田光利と申します。私は愛知学院大学法科大学院の

第２期生です。法科大学院のチューター講師もしております。第５回目は「離
婚」についてお話します。

氏　名　　　　　所属先　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

法律相談くら
しの

くら
しの

本学卒業生弁護士による 第5回

本学卒業のOB弁護士 （敬称略）

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
浅賀法律事務所
中京法律事務所
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
花村会計事務所
森田法律事務所
犬山法律事務所
ふるげん法律事務所
ローズ法律事務所

名古屋市中村区名駅4-17-3｠メイヨンビル 8階
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 2-3-11｠ニシキ21ビル 8 階
名古屋市中区丸の内 2-1-37｠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 2-8-11｠セブン丸の内ビル 4階
名古屋市中区丸の内 3-19-5｠FLEZIO LA 9 階
春日井市高蔵寺町４-6-12 号｠コスモビル302 号室
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 2-1-37｠エスパシオ丸の内 3階 8Ａ
名古屋市中区丸の内 2丁目14-14
名古屋市中区錦1丁目13-26｠名古屋伏見スクエアビル12階
犬山市大字犬山字東古券197
沖縄市知花1丁目20-8
小牧市中央 2丁目78

052-561-1785
075-841-6730
052-222-8055
052-201-7391
0562-85-4947
052-232-7860
052-950-5355
0568-53-0057
0568-85-4877
052-202-8838
052-201-5548
052-232-2661
0568-65-2662
098-989-5489
0568-71-1139

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

みのり

結婚が役所に届ければ

よいのと同じように、離婚

も夫婦がお互いに納得さえしていれば、離婚届に署名

捺印をし、それを役所に提出さえすれば成立します。こ

れを「協議離婚」と言います。未成年の子供がいる場

合は、親権者も決めなければなりません。

しかし、一方が離婚を望んでいるものの他方がそう

ではない場合やお互い離婚の意思はあるものの親権

者や財産分与などについて合意ができないため、協議

離婚が難しいことがあります。その場合、離婚が成立

するかどうか最終的に裁判で決める前に、「離婚調停」

（調停員を介した話し合い）という手続きを経る必要が

あります。離婚調停は、裁判所で行われます。時間がか

かったり、大事になるのではと考えて、二の足を踏んで

しまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、離婚調停には、離婚そのものの話し合いにと

どまらず、「親権者」や離婚が成立するまでに最低限必

要な費用「婚姻費用」、離婚した後子供を育てるために

必要な「養育費」、結婚後離婚するまでにお互いの協

力で築いた財産をどう分けるかの「財産分与」など、離

婚に付随する重要な問題も同時に話し合うことができ

る点にメリットがあります（なお、「親権者」、「婚姻費

用」、「養育費」、「財産分与」などについて、離婚調停に

おける話し合いでも合意に至らなかった場合には、「審

判」と言って、裁判所がお互いの収入や生活状況など

一切の事情を考慮し、それらを定める場合もありま

す）。

また、必ず養育費を払うと言われていても、口約束だ

けでは、それが継続的に支払われる保証はなく、相手

の善意に期待するしかありません。しかし、調停や審判

で決まった内容については、調停調書や審判調書と言

った公的な文書が作成されますので、養育費の支払い

が途中で滞ってしまった場合、その文書に基づき、相手

の財産等を差押さえる手続きをとることができる点に

も、調停や審判をするメリットがあります（但し、相手が

どのような財産を持っているかわからなかったり、そも

そも財産がない場合は、差押えが困難なので、調停や

審判で決まっているからといって安心できるものでは

ありません）。

離婚をすることは新たなスタートでもあり、決してマ

イナス面ばかりではありません。しかし、離婚をするに

あたっては、住むところや収入の問題など考えなけれ

ばいけないことも多くあります。

もし、離婚や離婚の一歩手前で悩んでいるようであ

れば、弁護士など専門家に相談して見て下さい。ベス

トな答えはでないかもしれませんが、一緒に悩み、きっ

とベターな答えが見つかると思います。　
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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本年度法学部奨学生からのメッセージ
　平成27年6月28日の同窓会総会に続く懇親会の席上で、平成27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。

この度は、平成27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。私がこのような名
誉を頂くことができましたのは、本学の素晴らしい学習環境と教授陣を含む大学関係者の方々からの心強い
御支援に恵まれ勉学に励むことができたおかげです。
4年生として本学の奨学生に選ばれたからには、後進の法学部生に模範たるべき姿勢と態度を示し、社会に

出た後も弛まず精進することでこの恩義に報いる所存であります。

この度は、平成27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。
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、教授陣をはじめ、法学研究科に関わるスタ

ッフ、大学関係者の方々の御支援があってのことです。心より感謝しております。
今後も、奨学生という自覚を持ってより一層勉学に励みたいと思います。

平成27年度法学部同窓会奨学生に採用して頂いたこと、大変名誉に感じるとともに、深く感謝していま
す。法務研究科の非常に恵まれた環境のもと、人徳に溢れた諸先生方の薫陶よろしきを得、日々勉学に励んで
おります。法学部同窓会奨学生の名に恥じるところのないよう、また、周く世の中に貢献しうる法律家になる
べく、これからも努力していきたいと思っています。

法学部・法務研究科　3年　中島　恵一郎（なかしま　けいいちろう）

法学部・法学研究科　2年　石田　弘道（いしだ　ひろみち）

法学部・現代社会法学科　4年　松田　拓也（まつだ　たくや）

この度は、平成27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
から選んで頂き、大変感謝しております。私が有意義な大学生活を過ごせるのも、両親や先生方、友人等の支
えがあってのものであり、大変感謝しています。
私は、今、大学生4年として人生の岐路に立っています。奨学生としての自覚と責任感を持ち、夢に向かい歩

んで行きたいと思っております。

この度は、平成27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。
現在、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も、先生方をはじめ、関係する全ての方々の

御支援のおかげです。これからも、奨学生という自覚と責任を持ち、より一層勉学に励んでいきたいと思いま
す。

この度は、平成27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を光栄におもいます。
今、私が充実した学生生活を過ごすことができているのは、法学部の諸先生方、先輩方、友人等の支えが合

ってのことです。これからもこの感謝の気持ちを忘れず、残りの大学生活を奨学生という自覚と責任をもち、
より一層勉学に励んでいきたいと思います。

法学部・法律学科　3年　前田　七海（まえだ　なみ）

法学部・法律学科　3年　清水　大輝（しみず　だいき）

法学部・法律学科　4年　山崎　裕生（やまざき　ゆうき）

新司法試験（新68期）に合格新司法試験（新69期）に合格
平成27年9月10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2名が司法試験に合格しました。

　私は、平成22年に愛知学院大学法科大学院入学後、平成25年に卒業し、その年に司法試験に挑むも
不合格となり、その次の年も合格することができませんでした。しかし、どうしても諦めきれず、皆さまの
支えのもと必死に勉強し、3度目の受験でなんとか合格することができました。
　これから非願であった法曹の世界に進出するにあたり、決して慢心せず、実直で誠実な活動を通じて、
社会貢献を果たしたく思っています。

井山 将成（いやま まさなり）

　私はこの度3年目2回目の司法試験を受験し晴れて合格することができました。合格までの5年間は
勉強そして勉強の毎日で大変辛いものでした。しかし、それでも勉強を続けできたのは熱心に指導して
くださった先生方、励まし切磋琢磨し合った仲間の存在そして法学部同窓会の手厚いサポートがあった
からだと思います。
　今後はこのご恩に報いるべく社会に貢献できる立派な実務家になれるように努力し続けていきます。

西野 直樹（にしの なおき）

合格者の喜びの
メッセージ

特別表彰 山田  孝子さん

２７年３月に、本学部を卒業された
山田孝子さん（７５）にインタビューしました。
２７年３月に、本学部を卒業された
山田孝子さん（７５）にインタビューしました。

Interview幾つになっても尽きることの無い学びの精神に敬意を表して。

　山田さんは、看護師を経て小学校の養護教諭を定年までお勤めになられ、

７１才で社会人入学試験にて法律学科に入学されました。入学のいきさつ

は、養護教諭時代に、子供さんが幼少の頃ご主人が急逝し女手一人で子育

てのなか『母子家庭での仕事、子供の教育での悩み事等による、福祉行政

と法律との関わりを学んでみたい』と一念発起され、大学入学を決意され

ました。

　学生生活の４年間は、在学生との年齢の垣根を感じながら、ノートの貸

し借りの出来る学友も出来ないので、必死で１日も休まずに単位取得の為、

登校されたそうです。でも取材日に、本校で会う学友も出来たそうです。

　卒業後は、１００才まで健在だった母親の年齢まで２５年あるので、新し

い世界で年齢に関係なくチャレンジ出来る仕事に就こうと就活中ですと、

益々と情熱が増している姿がとても印象的でした。

　山田さんには平成27年懇親会で法学部同窓会から特別表彰が贈られました。
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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。

広島同窓会に出席しました。山崎代表幹事の主催者挨拶で始まり、大学の代表として金
森学長補佐が挨拶の中、大学の現在の近況を話されました。はじめて出席した人の紹
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。お楽しみ抽選会もあり、全員で校歌斉唱、舩本副代表幹事の閉会のことばで、次回
の再会を約束してお開きとなった。これからも本部同窓会と地方同窓会の連携を密にし
ていきたいと思います。

■開催日：平成27年11月28日（土）ホテルグランヴィア広島

■開催日：平成27年11月15日（日） ホテルコーヨー

■開催日：平成27年10月10日（土）鳥取県米子全日空ホテル

■開催日：平成27年9月6日（日）大阪キャッスルホテル

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
歌斉唱から始まった。今年会長になられた宇野等岐阜県同窓会長の挨拶の後、松井聡羽
島市長の来賓挨拶、後藤俊明学長補佐・経済学部長の挨拶の後、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。宇野新会長からは、従来のスタイルを継続して会員
の固い結束のもと、より良い岐阜同窓会をつくっていきたいとの話があった。続いて丹
羽英之前岐阜同窓会会長の音頭による乾杯があり歓談に移った。アトラクションでは、
羽島太鼓の力強い素敵な演奏があった。その後、楽しいビンゴ大会をし来年の再会を約

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40名でした。 加藤 勇（S38年卒）

伊藤桂子（S45年卒）

中津範明（S51年卒）

関
西
同
窓
会

広
島
同
窓
会

関
東
同
窓
会

山
陰
同
窓
会

四
国
同
窓
会

岐
阜
県
同
窓
会

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。）

私たちは、法学部法律学科第5期生として昭和40年に卒業いたしました。建学精神「行学一体」をモットーとして、人格
育成に努め、こよなく酒を嗜み人類の福祉と文化の進展に貢献できる人物育成を目的に卒業時に結成しました。発足時は、
15名でしたが永久欠席者が3名となり、現在12名です。当初は、年2回集り、酒を酌み交わしながら社会情勢仕事家庭問
題等々に情報交換、親睦を深めていましたが、中年層の段階に入った頃から仕事等も多忙となり、集りも年1回となり現在
に至っています。今回の会合は、11月19日、20日の2日間、昼神温泉で1泊し、馬籠宿妻籠宿、天龍ライン下りを楽しみまし
た。名古屋に到着後、反省会を予定していましたが宿、車中と些か嗜み過ぎましたので、次回といたしました。私共は、古稀
も無事終え、来年の再会を約束し、帰路に着きました次第です。以上終わります。

山野先生を囲んでクラス会が行われました。メンバー全員に案内して催した宴は、昨年に続いて2回目になります。美味
しい食事とお酒を楽しみながら、先生、メンバーの近況報告はもちろんですが、学生時代の懐かしい思い出やローカルな話
題が続々。予定の2時間ではやはり足りず。お約束の「延長戦」と相成り、大いに盛り上がりました。昨年、今年と旅立ってし
まったメンバーの在りし日を偲びつつ、今回参加できなかったメンバーにも声を掛けて、必ず元気な姿で集ろう！とみんなで
誓ってお開きとなりました。そのあとは有志で居酒屋へ・・・。さて、次回はどのようなイベントにしようか・・・？お楽しみは
続きます。

平成26年11月、鈴木慎太郎ゼミ第4回のOB・OG会が行われました。鈴木ゼミに所属する3、4年生と鈴木ゼミの卒業
生が集りました。在校生とOB・OGの方たちがゼミの様子や就職活動に対する会話で盛り上がり時間の経過をとても早く
感じる１日でした。就職活動を控えた3年生達からは、どのように活動し、どのような準備が必要なのかといった就職活動に
対する質問を受けました。また、4年生達からは4月からの就職に対する不安や心配事をOB・OGの方々に話し，OB・OG
の方たちも在学生の質問や疑問に対してアドバイスやメッセージを送りました。そして、卒業したOB・OGの方たちはそれぞ
れの近況報告や、就職してから見えるようになったことや今まで見逃してしまっていたことを在校生達に伝えていました。
在校生やOB・OGの方たちと自分の意見や考え方を話すことで新しい発見もありとても充実した時間でした。

恒例の伊藤ゼミOB会新年会が、平成27年1月3日18時半から錦3にある彩羽（イロハ）にて開催されました。平成26
年6月に有志8名が、伊藤英樹先生のご自宅がある北鎌倉に訪問。ホテルで宴会を行って以来の集りとなったものです。し
かし、今回は伊藤先生が、急遽欠席となる中、家族含む20名が集い懇親を深め合いました。久しぶりに参加したメンバー
や、成長した娘さんも加わり、昔話や近況報告に笑いが笑いを呼ぶ楽しい会となりました。今回で33回目となることから、
5年ごとに行っている記念旅行の話しとなり、今迄に北海道から鹿児島まで、いろいろな所に行ってきたことと、先生のご
年齢も考えて飛行機で単時間で行けるところで検討した結果、台北に行くことになりました。（後日、先生のご了承も得て、
企画準備に入る。）それまで、全員元気で頑張ることを祈念し合い、2次会へと進みました。

バーバリアン／平成26年11月19日（水）・20日（木）

山野ゼミ同窓会+（プラス）／平成26年11月22日（土）

帆立会／平成26年11月22日（土）

伊藤ゼミOB会 新年会／平成27年1月3日（土）

青葉の季節、平成27年5月22日に同窓会（OB会）を開きました。生活の拠点を奈良に置いている仲間に会いながら、古い歴史
と自然が多くある宇陀市で親睦を深める事ができました。日頃は、なかなか会う機会が無いが、大学時代の話しから近況報告の話し
で盛り上がりました。現役で仕事をやっている者、趣味の畑仕事に打ち込んでいる者、若者に負けじと運動に精を出している者、頭
を柔らかくするため講座に通っている者等々それぞれ生きがいを見つけて、いつまでも元気でいる事が大切であると確認しながら
次回の再会を約束しました。

愛学七人会／平成27年5月22日（金）

平成27年6月28日（日）、法学部同窓会の後、今年度村上ゼミOB・OG会「兀伸会」が、開催されました。当日集ったメ
ンバーは、残念ながら、直前に数名都合がつかなくなったものの、過去最多の21名！毎年、兀伸会を心待ちにしている“仲間
たち”です。各々、日々活躍する環境は異なるものの、近況を語りあい、互いに刺激を受けながらの、充実した時間を過ごす
ことができました。私自身も、この4月から社会人1年目として頑張っていますが、みんなに負けずに励んでいこうとおもい
ました。毎年のことで、もはや兀伸会は2部構成ではないかと思うのですが（笑）、今年もほぼそのままのメンバーで2次会
へ直行でした。さらに後日談ですが、有志でオクトーバーフェストも企画したようです。村上ゼミらしい結束力を大切にして
いきたいと思います。

兀伸会／平成27年6月28日（日）

「AGU48」は昭和48年・楠元学舎を卒業したメンバーで構成され、発会式を7月5日（日曜）名古屋・伏見の旬彩の宴“想”souに
て開催致しました。参加者は女性2名（前日までは4名が確定）、男性9名の計11名でした。私たちの入学時は、東大が入学生募集を
見合わせた程、全国的に学生暴動が勃発し本学でも授業が妨害されたことも幾度かありました。そんな年代の仲間達が43年ぶりに
会いましたが、そこは同期で直ぐに打ち解け1次会から2次会へと自ずと足が進み、互いの連絡先を交換しあって次回は友達ネット
ワークを駆使し、より多くの参加者を集めたいと、昔話に話題は尽きませんでした。

AGU48／平成27年7月5日（日）

森　治男（S40年卒）

曽根　慎弥（H26年卒）

渡辺　輝満（S46年卒）

小川　守（S48年卒）

落合　幸人（H3年卒）

鈴木　厚司（S56年卒）

中川　政和（H26年卒）

こつしんかい

はんりゅうかい

第48回定期懇親会が総勢37名の出席のもと開催され、高木敬一学長補佐、青山
稔大学後援会長（法同窓会副会長）をはじめ、各学部の同窓会役員、広島、四国、
関東、関西の地方支部の役員のお祝いの出席があった。例年どおり集合写真撮影
の後、荒木文之助代表幹事の挨拶で会が始まり、懇親会がすすめられた。1年に1回
の再会で皆、近況報告等和気藹々に話しがすすみ、校歌斉唱でさらに気持ちが一つ
になり、会の今後の発展を祈念して終了。若い会員が減って行く中、会を運営してい
る役員皆様の苦労に感謝せずにはいられなかった。　 

9月6日正午より大阪キャッスルホテルにおいて関西同窓会が開催されました。参加者は
来賓11名、会員26名（商学部8名、法学部8名、歯学部5名、文学部5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）、来賓祝辞を大学代表で学長補佐の續伯彦
先生および同窓会本部代表として文・心身科学部会長の山田孝氏がされました。来賓紹
介後に26年度会計報告・監査報告が行れ、懇親会となりました。副会長西本桂三氏の
乾杯で懇親会が始まり、ビンゴゲームや昔話に花が咲き、有意義で和やかな時を過ごし
ました。来年も皆が元気な姿で会う約束をし散会となりました。

■開催日：平成27年10月24日（土）三笠会館本店
10月24日（土）関東同窓会に出席いたしました。出席者は約30名でしたが和やかな懇親会でした。前澤猛志代表幹事が本年度で退
任のご挨拶の後、新代表幹事に日比野博樹氏を指名され承認されました。懇親会に入り大学側代表として引田弘道理事より大学の近
況報告があり、同窓会を代表して商経会余語充伸会長の挨拶に続いて来賓紹介があり、しばらく歓談しビンゴゲームに移りました。ゲ
ームも終了したところで全員で写真撮影をおこなった後校歌斉唱し、四国同窓会代表幹事中野清治氏のご発声により同窓会の更なる
発展と出席者皆様のご健康とご活躍を祈念し閉会しました。

■開催日：平成27年11月7日（土）ロイヤルパークホテル高松
11月7日（土）四国同窓会に法学部同窓会として渉外部員の鈴木さんと私が出席致
しました。大学の代表として清水先生が現在の大学の様子を挨拶の中で話されまし
た。四国同窓会に出席させてもらうのは2度目ですが前回出席した時以来の会員さ
んとの再会、懐かしい想いがいっぱいになりました。今年初めて出席したという人も
みえ、そんな紹介がされると　とってもうれしい気持ちになりました。懇親会の出席
者は盛り上がり・お喋りに花が咲き・時間は本当に短く感じられ有意義なひと時を
過ごすことができました。仲間と久しぶりに会う！おしゃべりをして気持ちは学生時
代に・・・タイム・スリップ。なんてすばらしい時間なのでしょう！和やかなこの雰囲気に私は感激しました。同窓会っていいなあ～～！！
次回もまた多くの人の出席を望みながら私たち2人は帰ってまいりました。

伊藤照夫（S48年卒）

疋田勇喜致（S39年卒）

鈴木繁隆（S49年卒）
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平成27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

　今回で12回目を迎えるOB講座は、幅広く各ジャ
ンルより13名の講師を迎え4/15～7/15の期間に
て開講されました。
　今回のOB講座で気付いた事は、OB講師が事前に
他日の講義を聴講する事で参考にして、自らの講義
に工夫を凝らしていました。学生達からも私語が聞
かれなくなり、授業態度も就職活動の難しさを意識

してか、講義後の質問者も増加しました。OB講師の勤務先
への企業訪問予約をする学生や、採用者側からの視点、面
接時の心構え等の質問が多く、回を増す毎に真剣度が感じ
られるようになりました。

法学部同窓会主催 無料法律・税務相談を開催しました。

無料

4/15

4/22

4/29

5/13

5/20

5/27

6/ 3

6/10

6/17

6/24

7/ 1

7/ 8

7/15

公務員（自衛隊）

税理士

マスコミ

弁護士

土地家屋調査士

物流

金融

特装車両資材仕入

福祉

金属加工販売

公務員（教員）

公務員（警察）

公務員（消防）

久木元　暁

久保田ゆき子

松野　幹郎

若山　智重

藤吉　竜也

後藤　隆文

大倉　　一

澤野　拓也

谷川原良太

高橋　照幸

長谷川加奈子

山内　和久

守口　　洋

舞鶴地方総監部　1等海尉

菅ゆき子税理士事務所

岐阜新聞　広告局「47CLUB」

犬山法律事務所

藤吉竜也事務所（司法書士・土地家屋調査士・行政書士）

西濃グループ・S&Nロジスティック（株）名古屋物流センター営業課長

岡崎信用金庫　高岡支店　係長

極東開発工業　パワーゲートセンター工務課　係長

志摩福祉センター　施設長

豊田スチールセンター（株）総務人事部

名古屋市立植田中学校　教師

愛知県警　岡崎警察署署長

名古屋市消防局総務部施設課

幹部海上自衛官の魅力

「税理士」ていう仕事知ってますか？

「メディア」は情報をビジネスにする

弁護士への道のりとその仕事

「土地家屋調査士・司法書士」の仕事について

物流業界の現状と自分の仕事の進め方について

信用金庫の仕事

製造業という選択肢

福祉の仕事の社会への役割

採用の現場から思うこと

「働くことの理想と現実～教師という仕事から～」

警察の魅力

消防とは

法学部同窓会　事務局からのお知らせ
皆様のお名前・住所・勤務先・電話番号等
変更の場合は、所定の変更届にて
郵送またはFAXでご連絡ください。

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

●記念式典の開催　●記念論文集の刊行
●会員の親睦推進

●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
●無料法律・税務相談会の実施

●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

記念事業
実行委員会
記念事業
実行委員会

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。特に平成28年は、法学部同窓会創立55周年の年でもあり、記念事業実行委
員会を特別に構成し、意義のある事業が推進できるように準備をすすめております。

法律・税務相談 報告法律・税務相談 報告

OB講座 法学部同窓会 定期総会・創立55周年記念式典・懇親会定期総会・創立55周年記念式典・懇親会
昭和36年に法学部第1回生が卒業してから今年で55年が経ちます。平成28年度定期総会に
合わせ、法学部同窓会創立55周年記念事業年とし、次の3事業を推進しております。
皆様のご参加をお願い申し上げます。

定期総会・創立55周年記念式典・懇親会は次のように予定をしております。

日　時 平成28年6月25日（土） 場　所 名古屋東急ホテル

16：30～17：00

17：30～20：30

定 期 総 会
55周年記念式典と懇親会

※詳細は5月中旬にご案内申し上げます。　なお、参加者には、後日「記念論文集 第五巻」をお送りいたします。

予告

１. 創立55周年記念式典と懇親会の開催
２. 記念論文集 第五巻の刊行
３. 会員の親睦推進

キャリアデザインと法学キャリアデザインと法学

　無料法律・税務相談も第29回を迎え、平成27年度は12月5日（土）尾張旭
市・文化会館にて開催致しました。尾張旭市での開催は平成15年以来、2度目
の開催となります。
　開催時間は午前9時15分～11時30分（受付は11時まで）にて、日常生活での様々な問題に本校法学部の教員及び、
法学部卒業生の弁護士・税理士が親切で適切な相談に応じ、今回も相談者の皆様から感謝の言葉が寄せられました。

　■相談件数は8件で、相談内容は法律相談が6件、税務相談が2件でした。

次回の無料法律・税務相談は第30回となりますので、開催場所は日進市または大学内での実施を検討しています。
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平成22年に愛知学院大学を退職された中谷先生は、現在、

奥様と二人、穏やかな生活を送られている。「散歩と読書と家

事手伝い」が日課だと笑顔で話す先生だが、そのどれをとって

も理念に立脚した独自のスタイルが確立している。

先生の一日は散歩から始まる。日の出前の早朝4時半、静寂

に包まれた住宅街を巡る約3キロの散歩コースを1時間半か

けて歩く。この時、歌を口ずさむのが先生流の健康法の一つ。

「歌いながら歩くことで、足腰や呼吸器の強化だけでなく、脳

の活性化にも効果があります」とのこと。『若者たち』『小さい

秋見つけた』『千の風になって』『昴』など全30曲を歌い終え

る頃にはご自宅に到着する。そして夕暮れともなれば、愛犬と

ともに近くのけやき公園への約1キロのコースを巡り、一日の

散歩は完結する。

洗濯も、先生にとっては立派な健康法である。毎日、ご自身

の普段着はタライで手洗いをされているが、そこに膝の屈伸

を加えることでスクワット運動になる。食生活は日本食を基本

に、青魚や緑黄色野菜、コーヒー・緑茶、減塩など健康に良いと

されることは積極的に取り入れ、実践する。酒どころ新潟出身

の先生だが、退職を機に禁酒を決めた。

もう一つの日課である読書は、ご専門である商法（会社法・

手形法）のみならず、現代における社会的課題にも向き合い、

最近ではフランスの経済学者トマ・ピケティの『21世紀の資

本』に取り組んだ。一方で、歴史から学ぶことも多い。孔子の

『論語』および『春秋左氏伝』、『易経』、『韓非子』（韓非）、『史

記』（司馬遷）、『歴史』（ヘロドトス）、『ガリア戦記』（カエサル）、

『ローマ皇帝伝』（スエトニウス）、『日進市史』――。これらは退

職後に読破した書籍の一部である。次は孟子に挑戦したいと、

77歳の今もなお貪欲に学びを深められている。　　

愛知学院大学での29年間の中で、先生が忘れられないの

は、一つは、講義を聴く学生達の真剣な眼差しである。それぞ

れに目的意識持ち、難関を突破して社会的責任のある職に就

いた学生からは、自身が学ぶことも多かったと振り返られる。

二つ目は、昭和58年に参加した永平寺一夜参禅において、

高僧から命の根源である「食」を作る人の役割の重さを学ん

だことだ。それ以降、どのような場でも「ごちそうさま」と感謝

を伝えることを忘れない。また、昭和63年に学生を引率して

オーストラリアに行かれた時、池に架かる橋の上ですれ違った

紳士から「Good morning！」と挨拶され、思わず同じ言葉を返

したが、その時の爽快な気分がコミュニケーションの大切さを

教えてくれた。以来、地元の小中学生には「おはよう」「おかえ

り」と声をかけ、近隣の人々とも挨拶をかわすことが日常になっ

ている。

先生は、孔子の教え「己の欲せざる所、人に施すなかれ」を

座右の銘として、人の嫌がること、負担になることはしないと

いう生き方を貫いてこられた。若い卒業生の経済的負担を考

慮してOB会を行わないと決めたのもその一例であり、手紙や

年賀状などでの心の交流があればそれで十分だと微笑まれ

る。また、認知症予防や健康管理を徹底されているのも、ご家

族への思いやりが根底にあるからだ。

最後に、中谷先生から同窓会の皆さんにメッセージが贈られ

た。「社会的な役割と責任を伴う立場にある方たちであればこ

そ、健康には十分に気を付けてください。喫煙者は即刻、禁煙

することをお勧めします。週２日は休肝日とし、バランスの良い

食事と運動を生活に取り入れて、命久しくありますことを願っ

て止みません」

公開中の法学部同窓会ホームページでは、同窓会の活動報告やイベント情報、
大学行事のお知らせやキャンパスの身近な話題まで最新情報を掲載しています。
当会報のバックナンバーも閲覧できます。
昨年度から好評掲載中の「キャンパス四季彩」では、月替わりに写真を更新し、
日進キャンパスの「今」を見ることができます。是非、ご覧ください！！

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

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

■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

トップページ

「キャンパス四季彩」より

人事（法学部関係） ■新　任（平成27年４月１日付）

■昇　任（平成27年10月１日付）

■退　任（平成27年３月31日付）

　　　　（平成27年３月31日付）

尋木真也（講師）

小林明夫（教授）

武田典浩（准教授）

神沢昌克（教授）

法学部

法学部

法学部

法務研究科

国際法・国際人道法

行政法・地方自治法・政策法務

商法

弁護士　実務演習・要件事実・法曹倫理

（昭和57年～平成22年在職）

「己の欲せざる所、人に施すなかれ」
　～思いやりの心とコミュニケーションを大切に生きる～

爽やかな秋晴れの一日、愛知学院大学日進学舎にほど近いご自宅に、中谷光隆名誉教授を
お訪ねした。奥様とともに暖かく出迎えてくださった先生は、在職中の思い出やご自身の
近況、生活信条について丁寧に、そして時にユーモアを交えながら語られた。

健康的なライフスタイルを実践 29年間の思い出と同窓会へのメッセージ

先生先生　　お元気
ですか？   

シリーズ

第7回

昭和13年3月30日　生まれ
昭和38年3月　神奈川大学法経学部貿易学科卒業
昭和40年3月　早稲田大学大学院法学研究科民事法
　　　　　　 専攻修士課程　修了
昭和40年3月　法学修士の学位修得
昭和43年3月　早稲田大学大学院法学研究科民事法
　　　　　　 専攻博士課程　単位取得満期退学
昭和46年4月　徳山大学　助手

昭和48年4月　中京大学　専任講師
昭和57年4月　愛知学院大学法学部助教授
昭和59年6月～61年5月　同大学　法学部教務主任
昭和60年4月　同大学　教授
平成２年4月　同大学　大学院法学研究科教授
平成20年4月　同大学　客員教授
平成24年4月　同大学　名誉教授

■著書
「講義商法総則」（共著）
「重要判例解説　会社法」（共著）
「現代社会と企業法」（共著）

■学術論文
「人的抗弁切断の要件についての―考察―
　交付欠缺ある場合における無重過失の要件をめぐって」
「手形抗弁分類に関する―考察」
「有価証券の流通性（1）」　他

■略歴

中谷光隆 名誉教授中谷光隆 名誉教授

大学ホームページから
同窓会ホームページへの入り方

①トップページ上の〔卒業生の方へ〕をクリック。
②〔同窓会〕（画像部分）をクリック。
③〔法学部同窓会〕をクリック。

❶

❷
❸
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個人の部 個人の部

団体の部

※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

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）

※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。

10月10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26年10月1日～平成27年9月30日)

 

硬式庭球部

硬式野球部

準硬式野球部

柔道部

少林寺拳法部

 

馬術部

 

バレーボール部（男子）

バレーボール部（女子）

ボクシング部

 

ウエイトトレーニング部

日本拳法部

 

洋弓部

 

陸上競技部

水泳部

剣道部

卓球部

 

射撃部

バドミントン競技部

アウトドアフィッシングクラブ

商学科

健康栄養学科

経済学科

法律学科

経営学科

経営学科

法律学科

心理学科

総合政策学科

宗教文化学科

日本文化学科

法律学科

 

総合政策学科

現代企業学科

現代社会法学科

健康科学科

健康科学科

健康科学科

国際文化学科

英語英米文化学科

 

健康科学科

健康科学科

健康科学科

総合政策学科

法律学科

 

グローバル英語学科

法律学科

心理学科

 

経営学科

法律学科

健康科学科

総合政策学科

国際文化学科

現代社会法学科

心理学科

商学科

日本文化学科

心理学科

健康科学科

総合政策学科

杉岡　晋弥

田中　芳治

中西　一仁

大藏　彰人

林　佑弥

堀田　和志

宿輪　充

塩澤　昭名

林　賢汰

田村　綾乃

柘植　萌加

原島　萌

 

山内　晶大

横井　雅幸

芝元　拓也

大浦坂　健太

井上　美咲

坂口　由記

笹本　大輔

ロペス　ガブリエル

 

藤本　健太

羽佐田　壮哉

深津　政成

竹本　芳史

伊藤　茜

 

瀧瀬　裕貴

淵田　悠太

内野　隆

 

三浦　央頌

梅津　輝之

神谷　健

安間　健登

吉田　萌

加藤　秀都

松本　ゆきみ

加藤　由衣

森川　真希

堀口　愛月

秋田　茉美

中島　飛翔

東海学生新進テニス選手権大会

東海学生新進テニス選手権大会

東海学生新進テニス選手権大会

春季リーグ戦

春季リーグ戦

春季リーグ戦

愛知県段別柔道選手権大会

少林寺拳法全日本学生大会

東海大会

愛知学生馬術競技会

フレンドシップ馬術大会

フレンドシップ馬術大会

全日本学生馬術女子選手権大会

愛知学生トライアル競技会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

FIVBワールドリーグ2015 インターコンチネンタル・ラウンド

アジア男子選手権大会

FIVBワールドカップ2015 男子大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

中部学生トーナメント

中部学生トーナメント

愛知県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

中部学生パワーリフティング選手権大会

全日本学生ボディビル選手権大会

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

中部日本学生拳法選手権大会

東海学生アーチェリー納射会

東海学生アーチェリーインドア選手権大会

全日本室内アーチェリー選手権大会

全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会

東海学生アーチェリー選抜選手権大会

東海学生アーチェリーフィールド選手権大会

東海学生アーチェリー個人選手権大会

全日本学生アーチェリー個人選手権大会

東海学生アーチェリーフィールド選手権大会

愛知六大学対抗陸上競技大会

愛知陸上競技選手権大会

東海学生陸上競技夏季大会

東海陸上競技選手権大会

東海学生陸上競技夏季大会

東海陸上競技選手権大会

東海学生陸上競技夏季大会

東海陸上競技選手権大会

東海学生陸上競技夏季大会

東海陸上競技選手権大会

学生シンクロ競技マーメードカップ

シンクロスペインオープン

全日本学生剣道東西対抗試合

東海学生卓球チャレンジカップ

東海学生卓球チャレンジカップ

中部女子学生ライフル射撃選手権大会

中部学生ライフル射撃伏射大会

中部学生ライフル射撃三姿勢大会

愛知学生バドミントン選手権大会

全日本学生釣り選手権大会

ダブルス：優勝

ダブルス：優勝

シングルス：優勝

最優秀選手賞

ベストナイン

ベストナイン

式段の部：優勝

立会評価法女子超軽量級：第6位

立合評価法男子重量級：最優秀賞

第5競技 L級B障害（H90）：優勝

学生選手権馬場馬術競技：優勝

小障害飛越競技100：優勝

7位

馬場馬術競技A2課目：優勝

スパイク賞

出場

出場

出場

最優秀選手賞

ベストセッター賞

リベロ賞・サーブレシーブ賞

セッター賞

ブロック賞

ライトウェルター級 : 優勝

ライト級 : 優勝

83kg級：優勝

83kg級：優勝 ・ベストリフター賞

83kg級：優勝

3位・部門賞：背、腕

74kg級：優勝

93kg級：優勝

女子個人戦：優勝

コンパウンドの部：優勝

コンパウンド部門男子：優勝

コンパウンド部門：準優勝

コンパウンド部門：準優勝

コンパウンド部門：優勝

コンパウンド部門：優勝

コンパウンド部門 : 優勝

コンパウンド部門 : 準優勝

リカーブ部門男子：優勝

200m:優勝

400ｍH：優勝

4×400mR：1位

4×400mR：1位

4×400mR：1位

4×400mR：1位

4×400mR：1位

4×400mR：1位

4×400mR：1位

4×400mR：1位

シンクロ競技個人6位入賞

出場

優秀賞

ダブルス優勝

ダブルス優勝 ・ シングルス優勝

10mｴｱﾗｲﾌﾙ立射40発競技：1位

10mｴｱﾗｲﾌﾙ伏射60発競技：1位

10mｴｱﾗｲﾌﾙ三姿勢60発競技：1位

シングルス：優勝

バスフィッシング部門：3位

弓道部

硬式庭球部

ソフトテニス部

硬式野球部

相撲部

バレーボール部（男子）

バレーボール部（女子）

ボクシング部

ウェイトトレーニング部

日本拳法部

ヨット部

射撃部

チアリーダー部

Singing All Stars 

東海学生弓道選手権大会

愛知県下弓道選手権大会

全日本大学対抗テニス王座決定試合

東海大学対抗テニスリーグ戦

愛知学生ソフトテニス大学対抗リーグ戦大会

愛知大学野球春季リーグ戦

全国学生相撲選手権大会

西日本学生相撲選手権大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会

愛知大学春季リーグ

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 愛知県ラウンド　　　　　　　　　　

中部学生トーナメント

中部学生ボディビル選手権大会

全日本学生ボディビル選手権大会

中部学生秋季パワーリフティング選手権大会

日本拳法全国選抜選手権大会

中部日本学生拳法選手権大会

秋季中部学生ヨット選手権大会

第３０回 中部女子学生ライフル射撃選手権大会

第３１回 中部女子学生ライフル射撃選手権大会

全日本学生チアリーディング選手権大会

山野ビッグバンドジャズコンテスト

男子：優勝

男子：優勝

ベスト8

優勝

優勝

優勝

ベスト8

2位

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

準優勝

優勝

ベスト8

優勝

優勝

１０ｍエアライフル立射４０発競技：優勝

１０ｍエアライフル立射４０発競技：優勝

敢闘賞

本戦出場

クラブ名 学　科 氏　名 大会名 成　績

クラブ名 大会名 成　績

 

居合道部

軟式野球部

 

書道部

心理学科

歴史学科

歴史学科

現代社会法学科

健康科学科

日本文化学科

法律学科

日本文化学科

高橋　秀徳

中川　美峰

川崎　美悠

戸澤　佑太

山田　拓真

土井　美沙季

中川　健士郎

中島　朱理

東海学生居合道選手権大会

全日本学生居合道大会

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

中部日本学生軟式野球連盟春季リーグ戦

中部日本学生軟式野球連盟春季リーグ戦

ふれあい書道展

日本の書展

ふれあい書道展

中日書道展

二段以上の部：優勝

個人戦：ベスト8

段外の部：優勝

初段の部：優勝

ベストナイン（外野手）

敢闘賞

熊野町長賞

入選

特選

奨励賞

クラブ名 学　科 氏　名 大会名 成　績

Singing All Stars（シンギング・オール・スターズ）は1955年に結成
された歴史あるクラブで、これまでにも数々の受賞歴があります。
2014年5月、大阪市内で開催された「第46回 YAMANO BIG BAND 

JAZZ CONTEST」西日本予選では、本番前日に宿泊先の指定駐車場で
楽器が盗難に遭うというトラブルに見舞われました。しかし、部員の機転

によりSNS上で情報を発信、声を挙げてもらった5大学の中から立命館大学より借用した楽器でなんとか予選通過を
果たしました。そして8月、大宮市で可開催された本選では、50校を超える出場大学の中で見事17位となりました。大
会後は楽器を借りた縁で立命館大学とバンドバトル（通称：対バン）を行うなどして交流も深まったようです。これから
も両校の活躍に期待しましょう。

クラブ・サークル紹介クラブ・サークル紹介

Singing All Stars

～クラブからのコメント～　たくさんの方に支えられながら、私た
ちはこの結果を残すことができました。自分達だけで勝ち取った17位ではな
いと思っています。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆さんに感動を感
じていただくような演奏ができるよう精進して参ります。
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