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ビジョン
未来を生みだす、立命のきずな。
応援しよう、個のかがやきを。
行動指針
1. 未来を信じ挑戦し、自らのボーダーを超える。

2. 多様性を認め、楽しく相互に成長できるつながりをつくる。
3. 循環型支援の立命文化を創る。

4. グローバルシチズンとして、広く社会に貢献する。

5. 立命人としての誇りを持ち、大学の価値向上に寄与する。
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皆川 博恵さん

（’10経済）
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マットに立つのは一人。
でも多くの声援に力づけられた。
「結果が全ての世界。やりきらないとその結果にたどり着けない」
2021 年夏の東京 2020オリンピックを振り返って、皆川博恵さんはこう語った。
女子 76kg 級に出場。惜しくも3 位決定戦に敗れ、念願だったメダルには届かな
かった。
「大会前の一年間、心掛けていたのは、毎日一生懸命やりきること。結果
を出せなかった悔しさはありますが、
『やり残したことはない』と断言できる状態
で試合に臨むことができました」と語る顔に曇りはない。
2012 年から全日本選抜選手権 8 連覇、世界選手権で 2017 年から3 年連続で

東京 2020オリンピック
レスリング女子日本代表

表彰台に上がるなど、華々しい戦績を残してきた。最重量級の世界の強豪の中に
交じると、身長 162cm の皆川さんはひときわ小柄だ。
「自分の戦い方を見つけれ
ば、デメリットも強みにして世界と勝負できる。それがレスリングの面白いところ
です」と言う。しかし活躍の一方で、苦しみや悔しさも味わってきた。2015 年、世

み な が わ

ひ ろ

え

皆川 博恵さん

輝くひと

116

（’10 経済）

じんたい

界選手権の 3 週間前に膝の靱帯を断裂。翌年のリオ五輪出場を逃した時には現

■ PROFILE

役引退も考えた。
「でもやっぱりレスリングが好き。その思いがもう一度がんばる

京都府出身。立命館宇治高等学校を経て、2006 年、立
命館大学入学。卒業後、クリナップ株式会社入社。2012

原動力になりました」
「試合でマットに立つのは、一人」。だが、会場に響く声援やセコンドのコーチ
陣の声、多くの人の応援メッセージに励まされてきたという。東京 2020オリンピッ

年、全日本選抜選手権で初優勝。以降、8 連覇を達成す
る。2017 年・2018 年、世界選手権 3 位。2019 年、世界選

ク後、
「
『勇気づけられた』というメッセージをたくさんもらいました。レスリングを

手権で 2 位を獲得。東京 2020オリンピック5 位入賞。

しているお子さんが、怖くてできなかった技に挑戦し始めたというメールを読んだ
時は、うれしかった」と明かす。
「できることは全てやった」と言いきる過酷な練習、
試合に懸ける思い、全てがこもった戦いぶりが、多くの人の心を動かしたことは

SPORTS

WILL CHANGE THE FUTURE.

間違いない。
「もともと人見知りなんですが、外国人選手には不思議と気軽に話し掛けること
ができるんです」と言う皆川さん。外国人選手と親しくなって世界が広がった経験
から、立命館大学経済学部国際経済学科に入学。遠征で訪れた国の経済問題に
も目を向けるようになった。
「現役を続けるかどうかはまだ決めていません。でも
将来は海外でコーチすることにも関心を持っています。レスリングがまだ盛んで
ない国で強化や普及の役に立つことができればいいですね」。いつか指導者とし
て世界の舞台に立つ皆川さんが見られるかもしれない。
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全力でプレーする選手たちの姿に、多くの人が感動した。
スポーツには、それだけ人の心を、そして社会を動かす力がある。
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競技だけでなく、さまざまなフィールドで
スポーツを通じて人や社会のために尽くしている人がいる。
今号では、そうしたスポーツに関わり活躍する卒業生にスポットを当てる。
撮影：P4-7 岡田 一也

26 立命館オンラインセミナーのご案内
27 3.11 復興への願い／
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静岡県出身。2013 年・2014

年、国際女子相撲選抜堺大会で 2 連覇。
2014 年、第 4 回世界ジュニア女子相撲選

選手のドラマが
スポーツを
もっとおもしろくする。

手権大会軽量級で優勝。大学 1 回生で、
2015 年全日本女子相撲郡上大会団体戦

の大将を務め、優勝。4 回生となった 2018

年、全国学生女子相撲選手権で個人戦・
団体戦ともに優勝。2019 年、株式会社フ

ジテレビジョン入社。スポーツニュースの
制作に携わっている。

野﨑 舞夏星さん（’19スポ健）
の

ざ き

ま

な

ほ

株式会社フジテレビジョン
スポーツ局 スポーツ部

2

021 年 9 月、東京 2020 パラリンピックのブラインド

高校時代には世界ジュニア女子相撲選手権大会で世

クターとして配属され、スポーツをする立場から「伝える」

言葉を引き出せるようになりたい」と気持ちを新たにした。

サッカー決勝戦。フジテレビのスポーツ報道スタッ

界一を経験。同じ静岡県出身で憧れだった女子相撲の

立場へと変わった。ディレクターとして初めて企画、取材か

東京 2020オリンピック・パラリンピックを放送する大仕

フとして、現場でブラジル優勝の瞬間を見届け、選手にイ

先輩・山中未久さんを追いかけて立命館大学に進学した。

ら編集まで携わったのは入社 2 年目の夏。
「S-PARK」内

事を終えた 9 月、野﨑さんは早くも次に向けて動き出して

ンタビューした野﨑舞夏星さんは、
「とても感動しました」

しかし待っていたのはけがに苦しめられる4 年間だった。

の特集企画で、栃木県の作新学院高等学校女子硬式野

いた。2022 年に北京で開かれる冬季オリンピックを前に、

と回想した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

入部早々肩を脱臼。治療で2 年間を棒に振り、
「今年こそ」

球部を取り上げた時だった。初めての取材で痛感したの

フィギュアスケートやスピードスケートの選手たちへの取

り、無観客での開催だったからこそ、なおさら「この感動

と臨んだ 3 回生の 4 月、大会 1 週間前に再び脱臼した際

は、
「伝えることの難しさ」
。
「選手に寄り添って取材したい。 材を始めている。フィギュアスケートの地域別ブロック大

を、テレビを通じてたくさんの人に届ける仕事にやりがい

には「辞める時が来たのかも」と覚悟したという。

でも選手への思い入れが強くなりすぎても、視聴者にとっ

会では、初めて配信ディレクターを担当した。
「これからも

だが大会当日、包帯で腕をつって観客席に座り、チーム

て魅力的な番組にはなりません。
『自己満足ではだめなん

スポーツの感動とともに、選手一人ひとりの魅力を伝えて

小学 3 年生で相撲を始め、早くからその強さが注目さ

メートが活躍する姿を見ていた時、強い思いが湧き上がっ

だ』という先輩ディレクターの言葉が胸に刺さりました」

いきたい。まずはメディアを通して視聴者の関心や期待を

れていた野﨑さん。中学時代に地元テレビ局の取材を受

てきた。
「ここで止まったら、これから先自分を励ませるもの

一方で、多くの喜びも味わった。
「最初はほとんど答えて

けたことが、今も心に残っているという。
「それまで受けた

がなくなってしまう。もう一度、自分が一番輝ける土俵に戻り

くれなかった選手が、自分が苦しかった時のことや本音を

取材では、緊張してうまく話せませんでしたが、その時の

たい」
。その一心でリハビリに励み、最終学年となった2018

打ち明けてくれるようになった時には、少しは彼女たちに

目標は、
「いつかディレクターとして、女子相撲をスポー

ディレクターさんには、自然に本心を話すことができまし

年、ついに全国学生女子相撲選手権大会で優勝に輝いた。

寄り添う取材ができたのかなと手応えを感じました」と野

ツ番組で取り上げること」。スポーツを伝えるメディアの

た。オンエアを見て、
『私のことを本当に分かってくれてい

相撲部を引退後、将来を考えた時に頭に浮かんだのは、

﨑さん。試合では見えない選手たちのドラマや人間性を知

力の大きさを実感したからこそ、
「いろいろなスポーツを

を感じました」と語る。

4

高め、盛り上げることに貢献したいと思っています」と前
を向いている。

たんだな』とうれしくなりました。私もあんなふうに選手に

中学時代のことだった。テレビ局を志望し、株式会社フジ

ることで、スポーツはいっそう強く人の胸を打つものになる。 取材して経験を積み、女子相撲の魅力を最大限伝えられ

寄り添って取材できる人になりたいという思いが湧いた

テレビジョンに入社。土曜・日曜夜に放送されるスポーツ

メディアの役割の大きさを実感し、
「スポーツがもたらす感

るようになりたい」と語る。アスリートの経験を糧に、自分

のは、その時です」

ニュース番組「S-PARK
（スパーク）
」にアシスタントディレ

動をありのままに伝えたい。そのためにも選手の心からの

にしかできないスポーツ報道を目指す。

DECEMBER 2021
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021 年春、二人の卒業生が福島ユナイテッドFC の

変えたのは、
「成功することも大事だが、成長していくこと

2017 年、立命館大学入学。攻守ともに高いレベルでプ

メンバーとしてプロサッカーリーグのピッチに立った。 の方がもっと大事だ」という監督の言葉だった。
「それか

産業社会学部の同級生でもあった田中康介さんと延祐太

らはどんなことも成長の糧にしようと、前向きにプレーで

さんだ。二人はそれぞれ「プロサッカー選手になる」という

きるようになりました」と語る。田中さんも「プレッシャー

夢を抱いて立命館大学に進学。関西学生サッカーリーグ

に打ち勝って結果を出してこそプロ。そのために今、もが

1 部に所属する体育会サッカー部で4 年間を共に過ごした。 いています」と熱い胸の内を明かす。
4 回生の時、田中さんはキャプテンとしてチームをまとめ

Jリーグのクラブは、サッカーだけでなく、それぞれ地

る役割も担った。
「一歩下がってチーム全体を見渡し、伸び

域に根差した社会連携活動も行っている。中でも福島ユ

悩むチームメートの意欲を高めたり、良いところを引き出

ナイテッドFC は、2014 年に「農業部」を立ち上げ、選手・

したりと、
『人を見る』力がつきました」と田中さん。自分は

スタッフが地元の農家と農業を行っていることで知られ

試合に出られなくてもチームのためにがんばる選手にも目

る。発端は 2011 年の東日本大震災後、風評被害で福島

を配るようになった。
「誰かのために力を尽くす。その思い

県産の農作物が売れなくなってしまったことだった。福島

は人一倍強くなりました」と自身の成長を語る。チームメー

県に拠点を置くクラブとして「協力したい」と始めたのが、

トに影響を受け、成長したのは延さんも同じだ。
「練習が始

「農業部」の活動だ。福島県下の農園で選手自ら桃・リ

まる1、2 時間前にグラウンドに行ってチームメートと一緒

ンゴ・梨・アスパラガスなどを栽培。収穫した野菜や果物

にシュート練習をするのが日課でした。努力家で向上心の

をイベントや試合、オンラインショップで販売している。

高いチームメートがいなかったら、きっとあそこまで高い意

田中 康介さん…奈良県出身。立命館宇

治高等学校在学中から京都サンガ F.C.U-18 に所属し、
レーするマルチプレーヤー。2018 年、U-19 日本代表
に選出。2021 年、福島ユナイテッドFC に加入。

延 祐太さん…香川県出身。JFAアカデミー福島を経

て、2017 年立命館大学入学。1 回生からリーグ戦に出

場し、2019 年度関西学生リーグでは、得点王を獲得。
2021 年、福島ユナイテッドFC に加入。

農作業をする延さん
（左）、田中さん
（右）

田中さんと延さんもチームメートと交代で週 1 回、午前

識で練習に打ち込めなかったと思います」と延さんは語る。 中に練習を終えた後、午後から農園で 3 ～ 4 時間、農作
そんな二人が「一番の思い出」と振り返るのが、3 回生

業に汗を流す。
「大きな影響力を与えられるプロスポーツ

の夏、プロ・アマのトップチームが競う天皇杯 JFA 全日本

チームだからこそ、福島県の農作物の良さを日本中の人

サッカー選手権大会に出場し、2 回戦で J1 に属する横浜

にアピールできると思っています」と田中さんは言う。延

F・マリノスと対戦したことだ。
「試合には負けてしまいま

さんは「プロサッカー選手が農業に参加することがＰＲに

したが、プロのトップチームに真っ向からぶつかって、
『プ

つながるだけでなく、農家の人たちの温かさに触れたり、

ロでもやれる』という手応えをつかんだ。ずっと夢見てき

応援の言葉を掛けてもらうことで、自分たちも力をもらっ

た舞台が、目標に変わった試合でした」と田中さん。その

ています」と続ける。

言葉通り、二人はプロサッカー選手になった。

コロナ禍でイベントなどが次々中止になり、地域の人々

福島県を本拠地とする福島ユナイテッドFC は、現在 J3

と触れ合う機会は減少した。
「自分たちが試合で結果を出

リーグに所属。2021 年シーズンは、J3 優勝とJ2 昇格を懸

せば、観客動員数も増え、福島の農業の知名度も高められ

け、激しい上位争いを繰り広げた。

る。もっとたくさんの人を巻き込み、地域の力になりたい」

意欲にあふれて入団した二人だったが、最初はプロの

と田中さん。延さんも「応援してくださる人への感謝の気持

厳しさに圧倒された。
「サッカー人生で初めて試合に出ら

ちをピッチで表現したい。それがまた多くの人の力になる

れない悔しさを味わいました」と延さん。結果を出せず、試

と思っています」と語る。少しずつ出場機会を増やしている

合のたびに一喜一憂する日々が続いた。そんな延さんを

二人。自らの成長が地域の力になると信じて戦い続ける。

サッカーと農業に全力。
地域の力になると信じて。
［左］ 延 祐太さん
（’21 産社）
［右］
田中 康介さん（’21 産社）
た

な か

こ う す け

福島ユナイテッドFC
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スポーツで
社会を変えていく。
富士通株式会社 デジタルソフトウェア＆ソリューション BG
スポーツビジネス統括部 統括部長
ふ じ わ ら

ひ で の り

藤 原 英 則 さん （’93 産社）

富士通株式会社でスポーツビジネスを推進するリーダーを務める藤原英則さん。
世界初・AIを使った体操競技の採点システムを開発に導いた。
スポーツの産業化、さらには人々の健康増進まで、
テクノロジーを駆使し、スポーツの可能性を広げる挑戦について伺った。
撮影：岡田 一也

社

会学に関心があり、産業社会学部を選びました。面

味わいました。
「金融を通じて社会に貢献したい」と志を持っ

白いと思ったのは、
「世の中の当たり前」を疑うとこ

て入行したにもかかわらず、融資の回収など理想と真逆の仕

ろ。社会でそれまで「正しい」とされてきたことが、時代ととも

事をせざるを得なかった日々はつらかったですね。社会やお

に通用しなくなることがある。そうした社会のありようをひも

客さまに役立つ「前向き」
、社会やお客さまのことに目を向け

といていくところに興味を持ちました。今私が富士通株式会

る「外向き」、そして上司ばかり見るのではなく、仲間や部下

社でやっているのはまさに、
「これまでの当たり前」を覆し、今

のために尽くす「下向き」。この三つができなくなると、人も

までに無かったものを創り出すこと。プロジェクトに取り組む

組織も駄目になる。それを目の当たりにし、
「前向き」
「外向き」

ときには、産業社会学部で学んだことが確かな礎になってい

「下向き」を大切に生きていこうと心に誓いました。

ると感じています。
また学生時代は、同志社大学と合同のゴルフサークルで

誰もやらなかったことにあえて挑む

も活動しました。大学を超えてたくさんの仲間ができたこと
が良い思い出です。社会に出ると、ゴルフはコミュニケーショ
ンの一つ。さまざまな人と親睦を深めるきっかけになるので、
「やっておいて良かったな」と思います。

したい」と思い、再就職先を探しました。その中で引かれた
のが、前の職場に金融システムを導入していた富士通株式

大学卒業後は地元関西の銀行に就職しました。4 年目か

会社です。それまで勤めていた金融機関とはまったくの畑違

ら本店営業部で企業への融資を担当、数年後には東京支店

いでしたが、思い切って飛び込もうと決意。2000 年に入社し

へ転勤。より大きな企業を相手に融資業務に携わっていまし

ました。

たが、入行から7 年目、会社の経営が破綻し、大きな挫折を

8

組織に残る道もありましたが、
「新しい場所でもう一度挑戦
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システム営業として最初に担当したお客さまは、社員のほ
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者や企業のもとに赴い
てお話を伺い、何ができ

「ジョークだったのに」と驚いた渡辺さんの顔は今でも覚えて

るかと知恵を絞りました。

います。誰もが「あり得ない」と思っていた「未来」を提示し

その一つとして企画した

てみせたことで、その場にいたみんなに共感が広がったの

のが、日本のプロバス

を感じました。
「AI を使った体操採点システム」の開発プロ

ケットボールリーグに当

ジェクトが本格的に動き出したのは、そこから。けれど完成

社のICTを提供し、バス

までには本当にたくさんの困難がありました。

ケットボールの振興と地

その一つはもちろん、技術開発です。体操は回転やひねり

域創生を実現すること

のわずかな角度の違いで点数に差が出ます。その上、連続

です。その一つとして、

する技の組み合わせによっても評価点が変わります。私たち

ICT を使い、地方都市

は、選手の動きを緻密にセンシングして3 次元で可視化。身

で開催された試合の映

体の動きや姿勢を正確に捉え、技の名前や難度、その評価

は「世の中の当たり前を疑いなさい」ということです。新しい

像や音、振動など現場

を瞬時に導き出す世界初のシステムを作り上げました。

ものを生み出すには、固定観念にとらわれない発想が欠か

「AI 体操採点システム」の開発現場での藤原さん

の臨場感をありのまま

また、技術開発と同じくらい困難を極めたのが「ルールを

せません。私の考えるイノベーションは、
「今まで見たことが

遠隔地の会場に再現し

変える」ことでした。どれほど素晴らしいシステムを開発して

ない」けれど、
「やればできた」こと、しかしその「過程で物議

ました。このシステムが

も、人間の審判員が採点するという体操界のルールを変え

を醸す
（賛成派と反対派に分かれる）
」もの。この物議を皆が

とんどがシステムエンジニアという情報通信企業で、素人同

あれば、各地のスポーツ施設や競技場に新たな用途が生ま

なければ、使ってもらえません。以前、海外向けのシステム

共感できるストーリーに作りあげ、一緒にその物語を紡いで

然の私にとって、仕事は覚悟していた以上に過酷でした。最

れます。スポーツを目当てに多くの人が集まれば、地域活性

営業に携わったとき、その国の法や規制・文化に適合せず、

くれる仲間を増やし、大きなひとつの方向性に束ねてデファ

初の 3 年は何度「もう辞めよう」と思ったか分かりません。そ

化も可能になるはずです。

技術を導入できないという問題に何度も直面しました。
「技

クトスタンダードにすることです。若い皆さんにもぜひこのイ

術開発」と「ルールを変える」こと。その両方に取り組む重要

ノベーションを経験してほしいと願っています。

の中でいつも心掛けていたのは、これまで誰もやらなかった
こと、人が避けることにあえて挑むことです。
「難しい」とい

世界初・AI を使った体操の採点システムを開発

われるお客さまのもとに率先して足を運び、ニーズや課題を
教わりました。そうしたお客さまは厳しいけれど、一度認めて

ICTを生かしたスポーツビジネスの可能性を探る中で、も

くださると、とことんかわいがってくださいます。結果的に最

う一つ、大きな転機が訪れました。公益財団法人日本体操協

初のお客さまとのお付き合いは、15 年にも及びました。

会の専務理事だった渡辺守成さん
（現・国際体操連盟会長）

日本でスポーツを産業にしたい
新たな挑戦のチャンスが巡ってきたのは、2015 年。東京
2020オリンピック・パラリンピックの開催を5 年後に控え、社
内に東京オリンピック・パラリンピック推進本部が新設されま

性を実感した経験が、このプロジェクトにも役立ちました。

私たちが次に描くビジョンは、スポーツからさらにヘルシー

長い開発期間を経て、ようやく
「AI 体操採点システム」が

リビングへと当社の技術を展開していくこと。人が健康に暮

国際体操連盟に正式に採用されたのは 2019 年のことです。

らすそのすぐそばに、いつも当社の技術がある。そんな社会

現在は、実際の試合でも活用されています。

の到来を目指し、まだまだ走り続けます。

「AI 体操採点システム」の核心である「人の動きをデジタ

と出会ったことです。
「21 世紀はロボットが体操競技を採点

ルで可視化」する技術の用途は、競技の採点にとどまりませ

しているかもね」という渡辺さんの言葉に、
「面白い」と思い

ん。例えばトレーニングの質を劇的に向上させることも可能

ました。まだ誰も足を踏み入れていない領域に挑戦すること、

になります。その結果、選手のレベルが上がれば、試合を見

そして何より「スポーツの世界を変えられるかもしれない」と

るファンや競技をする人も増えるでしょう。一方で、難度や点

富士通株式会社 デジタルソフトウェア＆ソリューションBG
スポーツビジネス統括部 統括部長

いう予感に胸が躍りました。

数が明確になれば、観戦の魅力も高まります。体操以外にも

藤原 英則さん

会社に持ち帰り、半年後には採点システムのプロトタイプ

した。ゴールドパートナーとして大会をサポートしていくに当

多様なスポーツに応用できることに加え、よりリアルなアニ
メやゲームの制作にも生かせます。

たり、企画の責任者を任されたのです。

テクノロジーを通じて多様なスポーツビジネスを拡大する

大阪府出身。1993 年産業社会学部を卒業後、金融機関に勤務。2000

年、富士通株式会社に入社。金融・公共・法人・海外のシステム営業を
担当する。2015 年、東京オリンピック・パラリンピック推進本部の新設

に伴い、スポーツビジネス企画・推進の統括部長に就任。スポーツの新

こだわったのは、一過性のシステムを作るのではなく、レ

ことは、スポーツの産業化を実現するとともに、スポーツ振

ビジネス創出に関わるとともに、世界初の「AI 体操採点システム」の

ガシーとして未来に残せるものを生み出すこと。ICTというテ

興や健康増進にもつながります。ひいては少子高齢化による

日本新体操連盟理事、筑波大学非常勤講師等も務める。

クノロジーで、日本のスポーツ市場の拡大に貢献するような

労働力不足や医療費増大、年金財源不足などさまざまな社

イノベーションを起こしたい。日本においてスポーツは、教育

会課題の解決にも貢献できる。
「スポーツを通じて世界を変

として位置付けられてきた歴史があり、産業としてはいまだ発

えていける」。そんな大きな可能性を感じています。

展途上です。日本で「スポーツを産業にする」
、世界的なス

最近は、プロジェクトを通じて学んだことを次代を担う若

ポーツの祭典はその絶好の機会だと思いました。
まず半年間、オリンピック・パラリンピックのあらゆる関係
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を作って渡辺さんをはじめ国際体操連盟の要人の前で披露。
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い人に伝えることも大切だと考えています。大学などで教壇
「AI 体操採点システム」のアプリケーション画面

開発・導入に携わる。スポーツ庁健康増進策検討会議の委員をはじめ

講演で大学生や高校生に伝えているのは
『多様性』の大切さ。

革新的なアイデアは、

標準から外れたところから生まれてきます。

遊びも、無駄も、重要です

に立ったとき、自分の経験から得た教訓として必ず伝えるの
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渡邊 裕介（’99 経済）

射撃
混合エアライフル伏射（運動機能障害 SH1）45 位
混合ライフル伏射（運動機能障害 SH1）30 位

河添 香織（’18 政策）
陸上競技
女子 20km 競歩 40 位

［右］
乾 友紀子（’13 経営）

水泳
アーティスティックスイミング デュエット 4 位入賞
アーティスティックスイミング チーム 4 位入賞

田中 健太（’13 産社）
ホッケー 男子
予選ラウンドPool A 6 位
得点ランキング 6 位タイ

※フィールドゴール（FG）単独では 1 位タイ

永井 祐真（’18 産社）
ホッケー 男子
予選ラウンドPool A 6 位

皆川 博恵（’10 経済）
レスリング
女子フリースタイル 76kg 級 5 位入賞

大橋 雅貴（’16 法）
ホッケー 男子
予選ラウンドPool A 6 位

［右］
吉岡 美帆（’14 経済）
セーリング
女子 470 級 7 位入賞

ク
ッ
ピ
ン
リ
ラ
パ
・
ク
ッ
ピ
ン
リ
オ
東 京 2020

!
場
出
が
名
1
1
の
多
最
上
史
者
係
関
立命館大学

［最右］
藤嶋 大規（’11 経営）
カヌー
スプリント 男子カヤックフォア500m 準々決勝 7 位

田中 世蓮（’15 産社）
ホッケー 男子
予選ラウンドPool A 6 位

渡辺 晃大（’19 経営）
ホッケー 男子
予選ラウンドPool A 6 位
写真提供：アフロスポーツ

2021 年夏、東京 2020オリンピック・パラリンピックが

補欠

開催されました。1964 年以来、57 年ぶりの東京開催

壹岐 あいこ（スポ健 3）陸上競技 女子 4×100mリレー

となった同大会に、11 名の立命館大学関係者が出場。
熱い戦いを繰り広げ、多くの感動を与えました。選手
だけでなく、監督やコーチなど、選手を支える立場でも
数多くの校友が活躍しました。
12
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立命館大学校友会は、2018 年に策定した“ 校友会活動ビジョン” に基づき、
「自らのボーダーを超え、

大野 陽子（’12 産社）柔道 女子 70kg 級

中村 貴咲（食マネ2）スケートボード 女子パーク
監督・コーチ

田村 恒彦（’77 理工）射撃 /ライフル射撃 監督

牧本 智之（’83 法）ホッケー 男子 コーチ兼通訳
古川 哲也（’95 経営）空手 コーチ

舎利弗 学（院スポ健後期 1）ハンドボール 男子 コーチ

オリンピック・

パラリンピックを目指す
学生・校友に激励金を

お渡ししました

チャレンジする」学生・校友を応援すること、そして「校友が誇りを持ち、母校の価値向上に寄与する」
ことを目的として、さまざまな活動に取り組んでいます。その一環として、2019 年、
「オリンピック・
パラリンピック出場を目指す学生・校友への立命館大学校友会激励金」を設立。これまでに延べ32 名に、
一人当たり20 万円をお渡しし、学生・校友の選手たちの活躍を応援してきました。
来年に控えた北京 2022 オリンピック・パラリンピック、そして次期パリ2024 に向け、現在も学生・
校友のスポーツ選手たちは鍛錬の日々を送っています。そうした学生・校友の選手にこれからも温かい
ご支援をお願いいたします。

DECEMBER 2021
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オール 立命館校友の集い 2021 が
オンラインで開催されました ‼

どこからでも！
ライブ配信企画

どこからでも！
ライブ配信企画

2021 年 10 月9日、
「オール立命館校友の集い 2021」を
昨年に引き続きオンラインで開催。

「今こそ、オンラインでつながろう、ともに乗りこえよう。
」の

テーマのもと、全国各地、さらに世界各国・地域から、
校友をはじめ数多くの方が参加しました。

15：15 ～ 15：45

尺八・箏オンラインライブ
かずたか

大萩康喜さん
（’10 法）
と中一喬さん
（’10 経済入学）による尺八と箏のラ
イブを開催。
「立命館大学校歌」の他、
「千鳥の曲」
「鶴の巣籠」
「春の海」
「六段の調べ」といった邦楽の代表的な曲目を見事なアンサンブルで
奏でました。

朝 10 時に始まった「校友の集い」では、どこからでも視聴可能なライブ配信企画を実施。

中一喬さん（左）と大萩康喜さん（右）

オンラインセミナー、寄席、尺八・箏のライブ、スペシャル対談など多数のプログラムを朱雀キャンパスから配信しました。
16：30 〜 18：00 ［オンラインセミナー］

プレ企画

激動の世界情勢
―アフガニスタンから台湾まで

10：00 〜 11：45 ［オンラインセミナー］

西園寺公望が目指した理想の政治とは？

みや け

やまざき ゆうこう

宮家 邦彦

文学部の山崎有恒教授が、立命館の学祖で「最後の元老」として知られる

宮家邦彦客員教授が、アフガニスタンからアメリカ、中国、台湾の

西園寺公望の政治家としての軌跡をたどりながら、西園寺がどのような政治

動向まで、激動する世界を鋭く分析。今、世界で何が起きているか

山崎 有恒 立命館大学文学部教授

立命館大学客員教授・キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

を目指したのかをひもときました。伊藤博文に共鳴し、近代における公議政

について、貴重な見解を語り尽くすとともに、視聴者からの質問に

治を説き、民意を重視した「憲政の常道」を実現させた西園寺。山崎教授は

も回答しました。まず米軍がなぜアフガニスタンから撤退したのか

「
『平和と民主主義』の担い手だったともいえるだろう」との見解を述べました。

という疑問を読み解いた宮家客員教授。新型コロナウイルスの感
染拡大によって国際政治の状況が激変し、アメリカにとっての優先
順位が変化したからだと語りました。理由の一つは、中国がインド
太平洋や東アジア地域でのアメリカの海洋権益を脅かすようになっ

12：00 ～ 12：15

たこと。その中で日本が中国に対する抑止力としての役割を果た

オープニング

せば、国際舞台でメジャープレーヤーになり得ると指摘しました。

まど か

川崎円馨さん
（’17 産社）
が、ピアノで立命館大学校歌を演奏する
ゆう さ

映像とともに始まった「オープニング」
。実行委員の佐伯祐左さん

18：00 〜 18：15

（’95 院理工）
の司会で進行しました。大会テーマは「今こそ、オン

エンディング

ラインでつながろう、ともに乗りこえよう」
。村上健治校友会会長
が「コロナ禍であってもオンラインのメリットを生かし、絆を深め
ましょう」という言葉とともに、力強く開会を宣言しました。

全 5 回行われたライブ抽選会の最終回が終了。司会進行を務めた佐伯祐左さんから「国内外から数多くの校友、そして一般の方々
村上健治校友会会長（左）、司会 佐伯祐左さん（右）

にご参加いただきました」と感謝の言葉が述べられ、
「校友の集い」は幕を閉じました。

14：00 〜 15：00 ［スペシャルステージ］

立命寄席オンライン
12：15 ～ 13：45 ［スペシャル対談］

桂 塩鯛師匠（写真左・’74 経営入学）
桂 小春團治師匠（写真右・’76 文入学）
桂塩鯛師匠は古典落語の一つ「住吉駕籠」を披露。巧みな話術
と身ぶりで何人もの人物を演じ分け、視聴者に笑いを届けまし
た。続いて桂小春團治師匠は創作落語「アーバン紙芝居」を一
席。現代っ子に苦戦する紙芝居屋をユーモラスに語りました。

14
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詳しくは
P16-17

詳しくは
P18-19

19：00 〜 20：00 ［スペシャル企画］

やっぱり、
スポーツは素晴らしい

夢の対談 東京 2020オリンピックと
“ ホッケー”を語りつくす

古田 敦也さん（’88 経営）
武田 美保さん（’99 産社）

中岡 創一さん（お笑いコンビ「ロッチ」）
田中 健太さん（’13 産社）

桂塩鯛師匠（左）、桂小春團治師匠（右）
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立命館大学の思い出 Q&A

12：15 ～ 13：45 ［SPECIAL TALK］
どこからでも！
ライブ配信企画

スペシャル対談

やっぱり、
スポーツは素晴らしい
元プロ野球選手

古田 敦也さん
ふ る

た

あ つ

や

（’88 経営）

キャンパスの思い出の場所は？

◀

以学館前、
オリンピック初出場の
際の壮行会場所
柊野グラウンド

Q.

Q.

お世話になった人は？
野球部の中尾監督

◀
▶

大学時代の最良の思い出は？

▶

◀

大学での何気ない日常

ドラフトで指名
されなかったこと。
悔しい思いが
プロでの活躍につながった

学部事務室、
学生部の職員の方

▶

元シンクロ選手

武田 美保さん
た け

Q.

だ

み

ほ

（’99 産社）

武田美保さん（左）、古田敦也さん（右）

どもの時に出会った野球をずっとやってきました。大学時代は「同

武田

志社大学や近畿大学に勝ちたい」と思い、勝ったら次は「東京

ン向き合えたことです。現役を引退しても、人生では苦しい状況

六大学には負けたくない」となって、その次は全日本のメンバー

を打破しなければならない時が必ずあります。そんな時、
「どん

としてアメリカや韓国、台湾が相手になって・・・。
「世界をとる」と

な時も諦めずにやってきたから、今回も必ず乗り越えられる」と

私がスポーツをやって良かったと思うのは、自分とトコト

いう野心を持って、目の前の相手に一つずつ勝っていくことが大

思える自信を培うことができました。また今回のオリンピックで

切だったと思っています。だから若い人にも、自分の可能性を信

選手たちの活躍を見て、
「このパフォーマンスに至るまでにどれ

じて、懸命に生きてほしいですね。

ほど自分を高めてきたのか」と、涙が出るほど感動しました。限

武田

界を超えて取り組む姿を通して、言葉にならない感動や勇気を

私にも野心に近い目標がありました。小学 6 年生の時、

1988 年のソウルオリンピックに出場された小谷実可子さんや

与えられる力がスポーツにはあると思います。

田中京さんを見て、
「格好いいな」と思った時からカウントダウン

―これからの夢

が始まりました。自分が目標とするオリンピックから逆算して、
「こ

古田 これまで野球選手として、たくさんの経験を積んできました。

の大会までにここを直して」
「半年であのライバルを射程圏内に

それを若者たちに伝え、
「未来って面白そうだな」と思ってもらえ

捉えよう」と、戦略を立ててやってきました。9 割はしんどいこと

るよう、刺激を与えていきたいと思っています。

ばかりですが、最後に「全てが必然だったんだ」と思える瞬間が

武田

ある。それを求めてやり続けてきたような気がします。

たい。またアーティスティックスイミングのコーチもしているので、

―今のアスリートに思うこと

若い選手たちが羽ばたくのを全力で手伝いたいとも思っています。

古田

―立命館大学の卒業生・学生へのメッセージを

自分の可能性を否定しないでほしい。インターネットで

私もメディアを通じてスポーツの素晴らしさを伝えていき

多くの情報を入手できる時代、情報がありすぎて、挑戦せずに

古田

諦めてしまう人がいるかもしれません。でも情報があるからこそ、

能性に挑戦して生きてきたんだな」と思いました。
「あいつには

自分にも「チャンスがある」と、ワクワクしてほしいと思います。

勝てるんじゃないか」
「まだ可能性があるんじゃないか」と、その時々

今までの人生を振り返って考えてみると、僕は「自分の可

プロ野球選手として、またシンクロナイズドスイミング（当時）の

のではないかと思います。また、パラリンピックをこんなに注目し

武田 「上手になりたい」
「勝ちたい」と本気で思っているかどう

で目標を見つけ、がんばってきたような気がしています。若い人

選手として活躍し、オリンピックにも出場してメダルを獲得した経

て見たのは、今回が初めてでした。さまざまな事情を抱えながら

かで、練習の習熟度は変わります。
「自分から求めていく」とい

にも、自分の可能性にチャレンジしてほしいと思います。がんばっ

験を持つ古田敦也さんと武田美保さん。立命館大学時代の思い

がんばっている選手の姿に、元気をもらいました。選手に取材す

う気持ちをもっと貪欲に示してほしいと思っています。

てください。

出話に始まり、コロナ禍で開催された東京 2020 オリンピック・パ

ると、皆さん明るくて、大変なことをみじんも感じさせません。そ

―スポーツの魅力とは？

武田

ラリンピックを現地で見て感じたことなど、さまざまな話に花を咲

んな選手たちを見て、障がいも個性であると改めて実感する機

古田

野球の良いところは、勝ち負けがあって、チームで目標

いると思っています。時には立ち止まってしまうこともあるでしょう。

かせました。またそれぞれ現役時代を振り返るとともに、今のア

会になりました。

に向かって努力し、みんなで勝利を喜び合えること。チームで勝

その時に「自分は強いんだ」
「余力があるんだ」と思ってください。

スリートに対する思いも率直に語り合いました。

―現役時代を振り返って

つためにはどうしたらよいかを考えたり、自分の役割を考え行

そうすれば、一度止まったエンジンを再びかけることができるの

古田 スポーツは、段階を踏んで成長していくものです。僕は子

動する力も身に付きます。それは人生でも同じです。野球を通じ

ではないかと思います。

―東京 2020オリンピック・パラリンピックの感想は？

て経験したことは、社会に出てからも仲間づくりや人間形成の

古田 ソフトボールと野球の全試合を会場で見ることができま

上でも活きてくると思っています。

人間って自分が思うよりもずっと多くの潜在能力を持って

した。両種目とも、コロナ禍で多くの制限がある中、大きな期待
とプレッシャーを受けながら、金メダルという結果を残してくれま
した。強い姿を見せてくれて良かったと思っています。
武田

元プロ野球選手

私はアーティスティックスイミングのテレビ解説を担当し

古田敦也さん（’88 経営）

ていましたので、その全日程を会場で見ました。2000 年のシド
ニーオリンピックに私が出場した時は、全観客が息をのんで私

幼少期から野球を始める。兵庫県立川西明峰高等学校卒業後、立命館大学経営学部に進学。卒

業後はトヨタ自動車硬式野球部に所属、1988 年ソウルオリンピックでは日本代表選手として出場

たちを見つめる中で演技を披露するという、鳥肌が立つほどの

し、銀メダルを獲得。1990 年、ドラフト2 位でヤクルトスワローズに入団。リーグ優勝 5 回、日本シ

こうこつ

恍惚感を味わいました。観客の存在は大きなパワーになるので
すが、今回は無観客開催で、選手たちは孤独で戦いづらかった
16
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元シンクロ選手

５歳から水泳を始め、7 歳でシンクロ
（現アーティスティックスイミング）に転向。13 歳で井村シンク
ロクラブに移籍し、ジュニアの日本代表に入る。17 歳でナショナル A 代表入り。立命館大学在学

時には、1997 年から立花美哉選手とデュエットを組み、その後日本選手権 7 連覇。アトランタ・シ

リーズ優勝 4 回、MVP2 回、首位打者 1 回、ベストナイン 9 回、ゴールデングラブ賞 10 回など、球

ドニー・アテネオリンピックで銀・銅合わせて5 つのメダルを獲得する。引退後は解説・CM 出演・

退。現在は、野球解説者・スポーツコメンテーターとして活躍。2015 年、野球殿堂入り。

入り。

界を代表する捕手として輝かしい実績を残した。2006 年からは選手兼監督を務め 2007 年現役引

現役時代のことを笑顔で話す二人

武田美保さん（’99 産社）

ショーなどで活躍。現在は指導者としてジュニアの育成にも力を入れる。2018 年、国際水泳殿堂

DECEMBER 2021
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めたのが僕というだけで、それまでにチームメートがボールを

┃ 中岡・田中のホッケーあるある ❸
●┃

奪い、パスを回してくれたおかげだと思っています。

19：00 ～ 20：00 ［スペシャル企画］

◀

学生時代のホッケーの思い出

ラクロスやってる人を
ライバル視しがち（笑）。

確かに。どこが似てるのかと思いますが、
ラクロスとホッケーって
▶
間違われることが多いです。

中岡 僕がホッケーを始めたのは中学生の時です。中学のホッ
ケー部が日本一になったことがあって、
「日本一になれるクラ
ブがあるなら入ってみたい」と思い、入部しました。練習は厳
しくて、僕は毎日「どうやって楽をするか」と、さぼることばか
り考えていました
（笑）。特に1 年生の時は、顧問の先生が「よ

立命館大学ホッケー部の選手へのメッセージ

し」というまでグラウンドの外周を走る練習ばかりできつかっ
たです。今では笑い話ですが、ある時、暗くなっても先生がグ

ホッケー日本代表

お笑いコンビ「ロッチ」

〈サムライジャパン〉
オランダ1部リーグ（HGC）

中岡創一 さん

田中健太 さん

ホッケーアンバサダー

ラウンドに戻ってこないので職員室に探しに行ったら、僕たち

中岡

のことを忘れて帰ってしまっていたこともありました
（笑）。

いでほしいと願っています。例えば地域に根差したプロバスケッ

田中

僕はものすごく負けず嫌いです。部活でランニングし

トボールチームのように、ホッケーも地域の人が楽しみ、地域

た後に自主的に走るなど、極力しんどいことを選ぶようにして

で盛り上げるスポーツになったらいいなと思っています。その

いました。中学時代、周りには僕よりうまい選手がたくさんい

ために現役を退いた後もホッケーに注目し、応援してほしいです。

て、そんな選手たちに負けたくなくて一生懸命練習したことを

いつかはヨーロッパのように、スポーツバーでホッケーの試合

覚えています。

を楽しめるほど、盛んなスポーツになってほしいですね。
田中

（ʼ13産社）

田中さんはホッケー界の「キング・カズ」
！！
ホッケー日本代表として、東京 2020 オリンピックに出場し、

んどん書き込みました。今回のオリンピックで多くの人にホッ

フィールドゴール 5 得点を挙げる活躍を見せた田中健太さん

ケーを見てもらえて、本当に良かったなあと思っています。

と、ホッケーアンバサダーとして熱い声援を送ったロッチ中岡

田中

創一さんの “ ホッケー愛 ” あふれる対談が実現しました。東京

ぶりの出場でした。残念ながら力及ばず、勝つことはできませ

2020オリンピックの思い出から、ホッケーとの出会い、ホッケー

んでしたが、本当に応援ありがとうございました。実は今回の

への思いまで。あっという間の 1 時間でした。

男子ホッケー日本代表は、今回のオリンピックが 53 年

男子ホッケー日本代表メンバーのうち 5 名、そしてコーチ 1 名
が立命館大学出身なんです。
中岡 それはすごい！ 立命館大学の卒業生にこれからのホッ

東京オリンピックを振り返って

ケー界を引っ張っていってほしいです。同じ大学の卒業生に
日本代表選手がいるなんて、とても幸せなことだと思います。
田中さんは、フィールドゴール得点ランキングで世界 1 位を獲

中岡

男子ホッケーの試合で一番印象に残っているのは、世

気持ちです。

点を取られて「やっぱり世界は強いなあ」と思っていたら、日

田中 今大会に照準を合わせ、体もメンタルもしっかり準備し

本が次々に3 点を入れたので、もうめちゃくちゃ興奮しました。

て本番に臨みました。でもこの結果は、最終的にゴールを決

と思っていたのですが、中学時代のクラブの先生がアマチュ

を作ったんですよ。なので、まず先に大谷高校のグラウンドに

アのシニアリーグでホッケーをされていると知って、僕ももう

行ってから、そのあと、立命館大学のホッケー場に行かせても

一度やり始めようかと思っています。

らいます
（笑）。

田中

僕は今回の東京 2020 オリンピックの出場メンバーの

中で最年長でしたが、体力やスピードの衰えを感じることは全

ホッケーへの思い

くありません。まだ「伸びしろしかない」と思っているので、次
のパリ大会まで、そしてその先も続けたい気持ちはあります。
中岡 田中さんはホッケー界の「キング・カズ」のような存在だと

中岡

僕は思っています。もちろんパリ大会も出場していただきたいです。

中学時代にクラブ活動でホッケーに打ち込んだことです。今

人生を振り返って「よくがんばったなあ」と思えるのは、

でもアンバサダーをさせていただくなど、ホッケーに関わる

┃ 中岡・田中のホッケーあるある ❷
●┃
握るものがあったら強く握りがちです。 ▶
傘で小石をコロコロ、
ドリブルみたいにやりますね。

たびに、感謝の気持ちが湧いてきます。東京 2020 オリンピッ
クでホッケーを観戦し、応援することが新しい喜びになりまし
た。次のパリ大会も必ず現地まで応援に行こうと決めています。
それだけホッケーは僕にとって熱くなれるものです。
田中

僕にとってホッケーは、自分自身を一番表現できるも

のです。何よりホッケーをしている時が一番夢中になれます。
中岡 やっぱりホッケー界の「キング・カズ」ですね。

┃ 中岡・田中のホッケーあるある ❶
●┃
街でホッケーのスティックを
持っている人を見ると、うれしくなる。
みんなが味方のような感じがして。

お笑いコンビ「ロッチ」
・ホッケーアンバサダー

中岡創一さん

そうですよね。
▶
日本では珍しいですものね。

特技は、フィールドホッケーと柔道。奈良県橿原市観光大使、ホッケーアンバサダーを務める。趣味は、
野球観戦、格闘技観戦、ドライブ、旅行、沖縄、滝に打たれる、テレビ番組鑑賞
（バラエティ・朝ドラ）
、

フレンチブルドッグの動画を見る、ホッケー、ハーモニカ、美味しいごはん屋さん探しなど多数。
「世
中岡さんがスティックさばきを披露
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それはぜひ行きたいですね。でも、立命館高校のライ

バル校で、僕の母校、京都の大谷高校が人工芝のグラウンド

◀

18

んに見に来ていただきたいです。

今までは、おじさんになったらできないスポーツなのか

皆さんに知ってもらいたくて、試合を見ながら Twitter にもど

◀

立命館大学大阪いばらきキャンパスには、国際試合に

も対応できる素晴らしいホッケー場があるので、ぜひ、中岡さ
中岡

中岡

得されました。日本にそんな選手がいるなんて、僕も誇らしい

界ランキング 1 位のオーストラリアとの初戦です。最初に 2

現役を引退し、大学を卒業しても、ホッケーから離れな

界の果てまでイッテ Q！」
「世界の何だコレ！？ミステリー」などテレビ出演多数。

ホッケー日本代表〈サムライジャパン〉

田中 健太さん（’13 産社）

世界最高峰のホッケーオランダ 1 部リーグ（HGC）に所属する日本人初のプレーヤー。2018 年アジア
競技大会で、日本の初優勝に貢献。現役の選手であり、立命館大学ホッケー部コーチも務める。東京

2020オリンピックの日本代表「サムライジャパン」のエースストライカーとして活躍。5 試合でフィールドゴー

ル（FG）
を5 得点あげ、FG 単独のランキングではオーストラリアのブランド選手と並んで 1 位タイ。
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あつまれ！
ライブ交流企画

あつまれ！
ライブ交流企画

交流会一覧（全52企画）
【Ａ：誰でも参加可能】

【Ｂ：参加対象限定】

この指とまれ！ ～オープンコミュニティ～

オンラインだからこそ、どこからでもつながり、交流できる―。

同窓会・懇親会 ～クローズドコミュニティ～

●

SF好き集まれ！

●

北海道・東北エリア交流会

●

熊本県校友会オンライン懇親会

●

ベ
 ンチャー・スタートアップで仕事している方！

●

●

在学中に東日本大震災の

興味のある方もお気軽に参加OK！

関東・甲信越エリア交流会

●

Withコロナをイキイキと生きるための語り場

北陸エリア交流会

●

東海エリア交流会

●

〜新潟県校友会女性部プレゼンツ〜

今年度は、参加対象限定の「同窓会・懇親会～クローズドコミュニティ～」に加え、

●

誰でも参加可能な「この指とまれ！ ～オープンコミュニティ～」も新たに実施しました。

第１０回 ほぅ！Rit’s
（法律）
セミナー
in 校友の集い

懐かしい仲間との再会から、新たなつながりづくりまで、多様な交流が生まれました。

●

神奈川県校友会 活動ご紹介

●

内閣府へ提言しよう！ withコロナ
@人工知能時代の社会アーキテクチャ

PICK UP

01

●

立命士業×RIMIX
～スタートアップを応援しよう～

●

プラットフォーム）
の職員も参加し、意見交換会を行いました。RIMIX の説明を

●

関西エリア交流会

●

中・四国エリア交流会

●

九州・沖縄ブロック校友会交流会

●

都道府県校友会リレー交流会

●

グ
 ローバル交流会

●

バーチャル「夢」

【関西在住者】

とにかく話したい、
繋がりたい

着物や浴衣が好きな人、
興味ある人大集合！

●

できることを意見交換しました。

Withコロナをイキイキと生きるための語り場
〜新潟県校友会女性部プレゼンツ〜

国際関係学部1999年入学生
＆担当オリター同窓会

OIC学生ライブラリースタッフ交流会

●

2005年3月卒衣笠JA集合

●

2006年度JA同窓会

●

93産社基礎演１クラス同窓会

●

社会福祉士の皆さんとの情報交換会

●

集まれ！日本拳法部ＯＢＯＧの仲間たち！

～スタートアップを応援しよう～

●

体育会本部＆立スポ関係者オンライン同窓会

●

運動不足解消 & 脱疲労エクササイズで

●

産業社会学部学会学生委員会ＯＢ・ＯＧ会

●

ラ
 クロス部OB集合！

ココロもカラダもスッキリしませんか？
大家さん集合！

●

1981年3月法学部卒、
広小路同窓会

●

旅行好き集まれ！旅の思い出・情報交換会！

●

オ
 ープンキャンパススタッフOBOG会

●

第２回 立命館校友会 美容部(仮)

●

オ
 ール立命館校友大会2018 in 仙台

●

哲学っぽい話を緩く楽しもう！

若手会 オンライン懇親会

【アシックス】

ベーシックヨガ

●

立命館大学上田寛刑法・犯罪学ゼミ会

●
●

●

ス
 ポ健10周年の集い
〜卒業生・修了生と現役生との交流〜

●

●
●

立命館大学物理科学(旧：核物理)研究会

2008年訪中団の同窓会
 海道産社校友会
北
昼飲みで思い出を語り合おう
 命館大学衣笠地区BBS会
立
ゆるゆる集まれ～♪
APU校友会ボード・リーダーズ交流会
+R校友会未来人財育成奨学金 オンライン懇親会

OB・OG会

with スケートボーダー中村貴咲選手
●

〜校友の集い2021バージョン』
●

立命士業×RIMIX

●

神奈川県校友会 懇親会

『RK何でも言って委員会

●

聞き、士業のネットワークを広げ、母校の取り組みを支援する上で、校友として

02

●

友禅作家ミニレクチャーつき
●

地域別ルームで思い出を語り合う会
●

●

友禅作家の校友を交えて交流しませんか？

オンラインで幅広い士業の校友が集い、立命館大学のRIMIX
（社会起業家支援

PICK UP

みんな集まれ！東京校友会

復興支援に参加した人集合！

【RAINBOW

STAFF OB・OG会】
立命館虹友会

中華校友会 交流会

●

オンライン上で 20 名を超える新潟県内外の校友が参加し、対面でも5 名の
校友が集まりました。ポーランドでロックダウンを経験された方のお話や、テーマ

┃「ライブ交流企画」幹事・参加者の声┃

パークダンサー経験のある方の活動についてのお話などが聞け、最後には
グレーター立命体操を行って参加者全員で体をほぐしました。世代・地域を
超えて、縦にも横にもつながり、交流できる「校友」がいることは、紛れもなく
“ 元気の源 ”であることを実感しました。

PICK UP

03

全国、さらには世界各地の校友とつながる！

各エリア交流会・都道府県校友会リレー交流会・グローバル交流会

卒業後は全国に海外にとバラバラになっ

オンラインなので、海外からでも参

コロナ禍までは、他県の校友と頻繁に交

た基礎演習の仲間。距離と時差を超えて

加することができました。しかも参加

流していたところ、この 2 年は誰とも会えず。

この機会に 28 年ぶりにつながれました。

したら、学生時代のサークルの先輩、

今回、画面越しに顔を合わせ、数年ぶりの

あらためてここからスタートして、せっかく

地元でお世話になった大先輩と再会！

再会もあり、とても懐かしかったです。対面

の縁を大切に繋いでいこうと約束しました！

これからもぜひオンライン開催を希

での再会を待ちながら、オンラインにも取り

あっという間の 4 時間半でした ^ ^

望します！

組みたいと思います。






校友・大阪府・40 代

校友・ドイツ・30 代



校友・山梨県・70 代

コロナ禍であっても、オンラインの特性を生かし、都道府県をはじめとし
たさまざまなグループの枠組みを超えて皆さんがつながれる場を創出
するため、実行委員会主催で実施しました。これまでも同様の取り組み

立命館大学校友・関係者限定で

を行ってきましたが、全国 7つのエリアごと、日本全体、さらに世界をつ

選べる参加特典をプレゼントしました

ないだ交流会の一斉実施は、初めての取り組みでした。200 名以上が
参加し、画面越しでの再会と新たなつながりづくりの機会となりました。

今回のオール立命館校友の集いでは、立命館大学校友・関

カフェコース
●コーヒー


〈小川珈琲〉京珈琲ドリップ×２

● お菓子

〈老松〉香果餅、
〈虎屋〉小形羊羹 おもかげ

係者限定で、10 月4 日 10：00までに事前申込をされた方
に、無料の選べる参加特典をプレゼントしました。
「カフェコー
ス」、
「ちょい飲みコース」の 2 つのコースから選択でき、京

ちょい飲みコース

都や校友にゆかりのある品々を用意しました。校友の集い

● お酒

当日、オンラインでの視聴・参加のお供としてお楽しみいた

● おつまみ

だきました。

20
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〈玉乃光酒造〉純米吟醸
（180ml）
〈KINOBUYA PROJECT〉
さんまの缶詰（実山椒）

DECEMBER 2021
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いつでも！
オンデマンド企画

いつでも！
オンデマンド企画

「オール立命館校友の集い 2021」では、ライブ配信企画に加え、

┃ライブ抽選会を実施しました

┃

「校友の集い」開催中、ライブ抽選会を5 回実施しました。ライブ配信企画にお申し込みいただいた校友の方に、事前にメー

オンデマンド動画
配信中！

ルで4 桁の抽選番号を通知。当日、ライブ配信会場で、村上健治校友会会長、森島朋三学校法人立命館理事長はじめ5 名が

オール立命館校友の集い 2021
WEB サイトから視聴できます。

ダーツやボールで抽選を行い、11 名の当選番号を決定しました。会場から当選者に直接電話で連絡し、喜びの声を伺うとと
もに、豪華な賞品をお贈りしました。

当日以降も自由に視聴できる動画をオンデマンド企画として配信。
校歌（ピアノVer.）
・漢字・和菓子・歴史・キャンパスの動画と、
さまざまなラインナップでお届けしました。
配信した動画は引き続きお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

http://hajimari.info/2021allonline/

立命館大学 校歌 ピアノVer.

抽選を行う学校法人立命館の森島朋三理事長（左）、同仲谷善雄総長（中央）、校友会の平林幸子副会長（右）

まど か

演奏：川崎 円馨（’17 産社）
格調高いピアノの演奏による立命館大学の校歌をお届けします。ピアノの伴奏で、

〜当選者の声と賞品の数々〜

懐かしい校歌を歌ってみませんか？

漢字 ～未知なる世界を訪ねて 第一回（前編／後編）

このたびは、すて

当選賞品を届けていただ

きな賞品をいただ

き、ありがとうございました。

き、ありがとうござ

当日、途中仕事で見られず、

います。コロナ禍

再度視聴し始めた頃、ちょ

立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所 文化事業担当

で卒業式もなくな

うど森島理事長がダーツを

立命館大学のキャンパス内でさまざまな「立命」の文字を探し、考察・解説をしています。

り、先生方や友人

されていて、お電話をいた

に直接ご挨拶がで

だいた後、メールで数字を

講師：久保 裕之

後編では、書体の変遷の解説や、キャンパス内にある古代文字の紹介もあります。第二回

きなかったのです

以降は、YouTube の「Ritsumeikan Channel」にて配信予定です。ご期待ください！

創業 100 余年 京都上七軒「老松」
「オール立命館校友の集い2021」の参加特典「カフェコース」のお菓子のひとつ「香果餅」
。
製造されている「有職菓子御調進所 老松」の太田侑馬さん
（’13APU・’16 院映像）
への
インタビュー動画です。

確認しびっくり！ コロナ禍

サイン色紙と立命館グッズ

が、今回、大学時

でなければ、地元校友の皆

代に講義を受けた山崎先生とオナーズ・プログラムでお世

さまとこのビールを分かち

話になった宮家先生の講演を聞き、大学時代の授業を思い

合いたいところですが…。

出しました。また、賞品をいただくことがキッカケで、友人と

オンラインでの実施により、

連絡も取り合い、思い出話に花を咲かせることができました。

校友や大学、学生時代を過ごした京都を身近に感じること



ができました。

髙垣真実さん
（’20文）

サッポロ生ビール黒ラベル 1 ケース

金井三千代さん
（’91 経営）

立命館の夏 衣笠キャンパス
新企画「立命館の四季」第 1 弾として、2021 年の夏の衣笠キャンパスの様子を配信して
います。緑生い茂る草木、虫の鳴く声が夏を感じさせてくれます。BKC や OIC の様子も、
木の屋石巻水産 缶詰セット
（24 缶）

YouTube の「Ritsumeikan Channel」にて配信予定です。ご期待ください！

老松 お菓子の詰め合わせセット

Yogibo
（ヨギボー）

┃「オール立命館校友の集い 2021」参加者の声┃

立命館ゆかりの地を訪ねる
昨年度の校友大会での公開以降、皆さまに好評であったことから、今年度もオンデマン
ド企画としてラインナップしました。立命館創始の地から、草創の地、発祥の地、そして
中川小十郎邸（白雲荘）
と、立命館の歴史をたどります。
「立命館に想いをはせる旅」へ
あなたをご案内します。
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卒業生の方々が活躍されている

毎年各地での開催で、家族で楽しく参加し

北の北海道から楽しく拝聴させていただきま

姿を見て、来年社会人になる自

ていました。今年もオンラインですが参加

した。プレゼント企画がとてもうれしく、老松さ

分も、校友として頑張ろうと思え

できて良かったです。来年は皆さんにお会

んのお菓子などで大学をとても近く感じました。

いできるような今まで通りの開催になれば

普段聞けない講義などとても楽しく、次回も期

なおうれしいです。

待しています。

ました。


学生・京都府・20 代

校友・兵庫県・40 代

父母・北海道・60 代

DECEMBER 2021
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9/11

オンライン で
つながる、ひろがる

│初のオンライン開催│
福島県校友会 総会

都道府県

立命館大学校友会は、校友会活動ビジョンのもと、

日本全国・世界各地で、今を頑張っているかがやく校友たちを応援しています！

各校友会のオンラインでの取り組み

参加者へコーヒーとお菓子を事前に送付し、
同じモノを楽しむ工夫がされました

立命館大学校友会では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
オンラインでの取り組みを推進し、
各種会議や委員会もオンラインで開催しています。
各都道府県校友会や学部・学系校友会でも
オンラインでの活動が広がっており、その一例をご紹介します。

9/5

│初のオンライン開催│
広島県校友会 総会

都道府県

8/21
都道府県

静岡県校友会
第 1 回リモート交流会

清藤 貴博さん（’12経営）

各校友会による
オンラインイベントの
開催案内はこちら。
ぜひご参加ください！

本学教員の講演や在学生とのコラボ企画などで
参加者の皆さんが楽しめる工夫をされました

全 3 回、テーマごとの交流会が開催されました

酒井 治子さん（’03法）

福岡県在住／高石餅店 5 代目 店主

福島県在住／只見線地域コーディネーター（合同会社メーデルリーフ代表執行役員）

# 立命館での学びを活かす # 事業承継

# 只見線応援団

創業 113 年の老舗餅屋を事業承継。外国人人財を積極的に

ふるさとの只見町を走るJR 只見線は、2011 年 7 月の新潟・福

のメディアで話題を創る。北九州市のシティープロモーション

年いよいよ全線復旧の予定です。列車内で車窓や沿線を紹

登用、包餡ロボットや AI 売上予測など最新技術も導入し、90

に尽力し、事業承継アドバイザーとしても活動中。

校

友

会

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

各校友会が開催した行事の報告と、今後の予定です。

行事報告 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を徹底し、開催されました。

2021 年 7 月～ 10 月に行われた各団体の行事の一部を紹介しています。

＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください

https://alumni.ritsumei.jp

日程

校友会・グループ

会場

参加人数

7/10（土）

法学部同窓会 総会

立命館大学衣笠キャンパス
（オンライン併用開催）

約 50 名

7/17（土）

上海今出川会 懇親会

PAULANER（上海）

約 30 名

7/21（水）

京都校友会 総会

立命館朱雀キャンパス
（オンライン併用開催）

28 名

8/27（金）

建立会 総会

オンライン開催

24 名

9/5（日）

広島県校友会 総会

オンライン開催

約 55 名

9/11（土）

青森県校友会 総会

ウェディングプラザ アラスカ

11 名

9/11（土）

福島県校友会 総会

オンライン開催

15 名

9/12（日）

新潟県校友会 総会

アートホテル新潟駅前（オンライン併用開催）

36 名

9/25（土）

埼玉県校友会 総会

立命館東京キャンパス
（オンライン併用開催）

23 名

10/23（土） 立命館清和会 総会

ウェスティン都ホテル京都

150 名

10/30（土） 長野県校友会 上伊那地区総会

JA 上伊那本所

12 名

今後の行事予定
校友会・グループ

日程

会場

介し、車内販売にも取り組んでいます。

立命館大学生・大学院生の
交流を創りつづける。

つながろう、つくりだそう 僕たちの未来
― 母校・後輩支援事業「RI-sA」活動報告 vol.4 ―
2020 年 7 月より、立命館大学生・大学院生がオンラインで交流する場所や
機会を創り出すプロジェクト「RI-sA」がスタートしました。2021 年度は RI-sA
学生事務局を中心として、学生からのニーズの高いテーマでのオンライン交流会
を実施し、24 の企画、約 200 名の学生・大学院生の交流を生み出しました。

2021年度

RI-sA 公式
SNS・

WEBサイト

@risa_ritsumei
@risa_ritsumei
立命館 RI-sA

検索

RI-sA学生事務局による代表的な実施企画

キャンパスをこえたオンライン交流をすすめ、新しいコミュニケーションツール “GATHER”を活用した交流会や、学生からのニーズの
高いテーマ
（異文化交流や就職活動）
での交流会を開催しました。

＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください

2022 年 1 月～ 3 月に
予定されている総会等です
（判明分）

島豪雨災害により、一部区間は現在も復旧工事が進行中。来

https://alumni.ritsumei.jp

「新ツール “GATHER”交流会」

「グローバル交流会」

問い合わせ先

大阪校友会 総会

2/11（金・祝） オンライン開催

大阪校友会事務局
（立命館大阪梅田キャンパス内） 06-6360-4895

東京校友会 総会

3/19（土）

東京校友会事務局
（立命館東京キャンパス内）

立命館東京キャンパス
（オンライン併用予定）

03-5224-8188

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、今後、
中止・延期となる可能性がございます。
各行事が中止・延期となる場合は、順次、校友会ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。
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3. 11復興への願い

未曽有の大震災から10年が経過しました。
原発事故問題や被災者生活再建などの重要課題がいまだに山積

復興のその先へ

してはおりますが、発災直後から、母校立命館大学そして校友の皆
さんには言葉では語り尽くせないほどのご支援をいただきました。

東日本大震災 被災地はいま。

この10年間全国各地から駆け付けてくれた校友の皆さん、被災者・
被災地に心を寄せてくれた校友の皆さん、防災シンポジウム「1000

2011 年 3 月11日の東日本大震災から10 年が経ちま

年に１度をわがことに～災後をともに生きる～」を企画し震災復興大
会に位置付けられた「オール立命館校友大会 2018 in 仙台」で協働

した。

した校友の皆さん、復興支援特別委員の皆さん、我々を勇気づけて

立命館大学校友会の東日本大震災被災地復興支援

くれた「杜の都女子駅伝（全日本大学女子駅伝対校選手権大会）
」

の活動は 2020 年 3 月をもって一つの区切りを迎えまし

の選手・関係者の皆さん、お世話になった皆さん全てに感謝、感謝です。

たが、震災の記憶を風化させないために、“ 被災地のいま”

立命館の仲間が活躍した復幸支援活動が、私たち東北で暮らす

を各校友会からお届けします。

校友の精神的な支えとなっていること、
この絆が未来にわたり脈々と
継承されていくことは間違いありません。

立命館オンラインセミナー

「大学が、校友会が、本当にこんな事までしてくれたの、信じられな
いよ」と友人からよく言われましたが、立命館が母校で本当に良かっ
たと心から思っています。
近い将来、また皆さんと笑って杯を傾けられる日が来ることを切望
しております。
ありがとうございました。

「学び」は大きな変革の時を迎えています。新型コロナウイルス

立命館大学宮城県校友会
（’81経済）
会計幹事 菅原淳

感染症は、世界中に計り知れない影響を与えています。社会
インフラ・経 済システムのみならず、私たちの生 活 様 式や
コミュニケーションのあり方さえも見直しを求められています。
「学び」も大きな影響を受けていますが、
「オンライン」だから
こそできることがあるのではないか、という思いから、
「立命館
オンラインセミナー」を開始しました。どこからでもアカデ
ミックな講義を受講できる、何度でも繰り返し視聴できる、
素朴な疑問もネットであれば質問できる、そんな「学び」を
体験してみませんか？

PC・スマホ・
タブレットから
カンタン受講！
※1

自宅からでも
どこからでも
受講できる！

※1 受講にはあらかじめ Zoom（アプリケー
ション）
のダウンロードが必要です。
※2 受講者は顔や名前が他の受講者に表示
されることはありません。

Q&Aで
講師に質問が
できる！

2019 年 7月に開催された宮城県校友会総会・懇親会

※2

校友会
未来人財
育成基金

12 月以降の
講義は、
こちらから

校友会未来人財育成基金の
実績（2021 年 9 月 30 日時点）

お 問 い 合 わ せ 先（ 受 付 時 間 土 日 祝 を 除 く 9：3 0 ～ 1 7：0 0 ）

校友会未来人財育成基金に関しては

4,729 の個人・団体・法人から

279,159,348 円

寄付の受け入れ、税制上の優遇措置に関しては

立命館大学校友会事務局

学校法人立命館 総務部 寄付事務局

075-813-8216

075-813-8110

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事務局に電話がつながらない場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込み方法
インターネットから
お申し込みください

スマホ・

PC から

タブレットから

立命館アカデミックセンター

会 報と大 学・校 友 会の最 新ニュースをメールでお 届けします！

検索

※電話・FAX・郵送・メールでのお申し込みはできません。※お支払いはクレジットカード払いのみです
（JCB・VISA・Mastercard・American Express がご利用いただけます）。

2021 年度講義ラインナップ（一部）

ご登録いただくと、PDFまたはデジタルブックでご覧いただけます。

● お 申し込みのタイミング によっては、次々号の会報からの配信となる可能性が

あります。

● 会 報のお届け
（郵送や 本サービスによるメール配信）は、立命館大学校友会の

終身会費 30,000 円をお納めいただいている方に限ります。

立命館大学 社会連携課

住所：京都市中京区西ノ京朱雀町 1

お問い合わせ

立命館アカデミックセンター事務局
E-Mail：acr02@st.ritsumei.ac.jp

Facebook
も発信中！

※月1 回程度（年 12 回程度）配信

●立
 命館大学の教育・研究や学生に関わる最新ニュース、
イベントや

セミナーのご案内、校友会のイベント情報などをお届けします。

本サービスに登録されますと、現在会報をお届けしている
ご住所への郵送はされません。ご了承ください。

お手続き方法

DECEMBER 2021

立命館 Beyond Borders NEWSとは？

受け取りに変更しませんか？

各種お⼿続きは、右記のご連絡先変更フォームから

立命館 Beyond Borders NEWS

│ メールアドレスをご登録ください │

校友会報「りつめい」最新号をメールでの

＊「石牟礼道子と能－新作能『沖宮』の世界－」は、主催：新作能「沖宮」公演実行委員会、協力：学校法人立命館、後援：茨木市、運営：立命館アカデミックセンター
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※

│ 会報メール配信登録サービス受付中！│

＊

主 催

EVENT
月1 回

校友会報「りつめい」

年3回

●

●校
 友会にメールアドレスをご登録いただいている皆さまに、
月1 回

程度メールで配信します。

（既に立命館 Beyond Borders NEWSが届いている方は、新たな
手続きは不要です。）

メールアドレスの登録・変更

●

会報受け取り⽅法の変更

など

ご連絡先変更フォームにて、必要事項をご入力の上、
「■立命館からのご案内について」の欄でご希望の内容を選択してください。
▶会報「りつめい」をメールで受け取るなら……
【会報のお届けについて】→「メールでの送付を希望する
（現住所メールアドレス宛）」を選択してください。
▶立命館 Beyond Borders NEWSを受け取るなら……
【メールニュース・各種ご案内について】→「案内を希望する」を選択してください。

https://alumni.
ritsumei.jp/
procedure/entry/
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立命館大学

学生の活躍

最新情報は
こちらを
チェック！

[2021 JUNE~SEPTEMBER]

[2021 JUNE~SEPTEMBER]

しましたが、終了間際に同点に追いつかれ、2 対 2 のまま、SO

SPORTS スポーツ

（シュートアウト）
戦に臨みました。SO 戦では、ゴールキーパーの
西垣りの選手（スポ健 3）
の活躍もあり、2 対 1で立命館大学が

問い合わせ先：スポーツ強化オフィス
☎ 077-561-3977

接戦を制し、見事優勝を果たしました。

※掲載中の所属・回生などは開催時点のもの

「立命館白川静記念東洋文字文化賞」
第 15 回の表彰式を開催
6 月 26 日、第 15 回「立命館白川静記念東洋文字文化賞」
の表彰式を開催しました。本賞は、故・白川静立命館大学名誉

弓道部
全国大学弓道選抜大会で
男子が6年ぶり4度目の優勝
6月26日・27日、明治神宮武道場至誠館弓道場
（東京都）
で
開催された「第 33 回全国大学弓道選抜大会」において、弓道部

最新情報は
こちらを
チェック！

立命館大学とヤマハ発動機が共同で
「感動（KANDO）
を科学する」研究を開始
8月、立命館大学総合科学技術研究機構とヤマハ発動機株
式会社は、双方の資源を連携し、
「人間の生における感動の意

教授の功績を顕彰するとともに、東洋文字文化分野における有

味・感動の機能とは何か」をテーマに、領域横断型価値創造プ

為な人材を奨励することを目的に、立命館大学白川静記念東洋

ロジェクト
（共同研究）
を開始しました。
「感動
（KANDO）
」の解

文字文化研究所が、功績ある個人または団体を表彰するもので

明と社会実装を目標に、心理、生理、脳科学、ブランディングの

す。今回は、京都大学大学院文学研究科の大槻信教授が優秀

研究グループに分かれて「感動」の明確化・数値化・可視化・ブ

賞、愛知淑徳大学創造表現学部の阿部卓也准教授が教育普

ランド化について研究します。ヤマハ発動機のサポートとフィー

及賞、日本学術振興会特別研究員の松川雅信氏が奨励賞を受

ドバックを受けながら立命館大学が研究を主導し、技術・製品・

賞しました。

テクノロジーへの応用を目指します。

表彰式には仲谷善雄学長、芳村弘道白川静記念東洋文字文化研究所所長らが出席

柳弘之ヤマハ発動機株式会社取締役会長（左）、伊坂忠夫副学長（右）

が男子団体競技で優勝を果たしました。全国大学弓道選抜大
会男子の部での優勝は2015 年以来、6 年ぶり4 度目となります。
全国約 250 大学が参加する中、
トップの成績で予選を通過し、

●●●●●●●●

決勝トーナメントに進出すると、そのままの勢いで勝ち進みまし
た。決勝戦では法政大学と対戦し、会心の 20 射皆中、20 対
18で勝利し、優勝を飾りました。

女子陸上競技部・男子陸上競技部
陸上日本インカレで女子が4×400mリレーで初優勝、
男子個人では十種競技で初優勝
9 月17 ～ 19日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（埼玉
県）
で「天皇賜盃第 90 回日本学生陸上競技対校選手権大会」
（日本インカレ）
が開催され、女子陸上競技部が総合 2 位、男子
陸上競技部も総合 11 位となりました。
女子では4×400mリレーで初優勝を飾るとともに、個人では、
塩見綾乃選手（経済 4）
が 800 ｍで優勝し日本インカレ3 度目

●●●●●●●●

の頂点に立ったほか、壹岐あいこ選手（スポ健 3）
がハイレベル
な争いとなった100m、200mでともに2 位となりました。
男子個人では、十種競技で川元莉々輝選手
（食マネ2）
が初優

女子ホッケー部

勝に輝きました。

対面＆LIVE 配信のハイブリッド形式で
「OPEN CAMPUS 2021」を開催
8月１日、立命館大学で初の試みとなる、対面とLIVE 配信の

第 16 回「平井嘉一郎研究奨励賞」
授与式を開催
9 月 17 日、衣笠キャンパスおよびオンラインで、第 16 回

ハイブリッド形式による「OPEN CAMPUS 2021」を開催しま

「平井嘉一郎研究奨励賞」の授与式を開催しました。本賞は、

した。衣笠、大阪いばらき、びわこ・くさつの３キャンパスで催し

ニチコン株式会社の創業者で、日本の工業界の発展に貢献され

た対面形式には、高校生とその保護者など合計約 8,600 名が

た故・平井嘉一郎氏（’40 法）
のご令室・平井信子様のご厚意に

参加。また延べ約 4,100 名がLIVE 配信を視聴しました。各キャ

より、立命館大学法学研究科と法務研究科の大学院生の研究

ンパスでは、新型コロナウイルス感染症予防対策などを講じた

を奨励することを目的として、2006 年に設けられました。今年

上で、学部紹介や模擬授業、施設・研究室公開、入試説明会な

度は 5 名が受賞。式典では樋爪誠法学部長の祝辞とともに賞

どを実施。入試広報学生スタッフによるキャンパスツアーや座談

状と副賞の目録が授与されました。

会なども行いました。

全日本大学ホッケー王座決定戦で
女子が2連覇を達成
7月8 〜 11日、立命館 OICフィールドおよび親里ホッケー場
（奈良県）
で行われた「第 40 回全日本大学ホッケー王座決定戦」
において、女子ホッケー部が2 連覇を果たし、3 度目の大学王座
に輝きました。
決勝戦では、強豪の山梨学院大学を相手に第 1Q（クオー
ター）
に先制を許すものの、第 2Q に五島千那美選手（政策 3）
が得点を決め、前半を折り返します。その後、第 4Q にペナル
ティコーナーから佐々木杏選手（政策 2）
が得点を決め、リード
28
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写真：月刊陸上競技

快晴の衣笠キャンパスには多くの参加者が来校

受賞者は、受賞の喜びや感謝の思い、今後の研究に向けた抱負を語った
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INFORMATION

学園 I N FOR M AT ION

校 友 消 息（ 2021 年 10 月 31 日 現 在 判 明 分 ）

褒章
■ 黄綬褒章

大本正夫氏（’73 経営）
行政書士

就任
俵山初雄氏（’73 経営）
浜松学院大学学長

山本忠道氏（’83 経済）

株式会社京都新聞ホールディングス
代表取締役社長

諏訪部史人氏（’85 法）
静岡県弁護士会会長

下津昭則氏（’86 経営）

鹿児島国際観光株式会社
代表取締役社長

柳孝氏（’87 法）

B O O K S（ご著書のご寄贈）

株式会社快活フロンティア
代表取締役社長

清水貞俊氏（’56 院経済）

立命館大学名誉教授
（経済学部、国際関係学部）

三木常照氏（’00 院政策）
長岡京市議会議長

宮地國敬氏（’63 院文）

当選

│古 本 を 活 用 し た 新 た な 支 援 の か た ち で す│

校友会へご寄贈いただきました
ご著書の中から
一部をご紹介します。

訃報

東英和氏（’88 法）

①梱包

◆武田秀司氏（’74 法）著

『大学史の周辺』
一般社団法人 大学自慢

〜立命館の本活〜

1 , 650 円（税込）

立命館大学名誉教授（法学部）

田中浩子氏（’11 院経営）

穀田恵二氏（’69 文）

本をお送りいただきました。

元学校法人立命館
初等・中等教育担当常務理事、
元立命館アジア太平洋大学
副学長・理事

衆議院議員選挙

泉健太氏（’98 法）

衆議院議員選挙

どのような仕組みですか？

富山県高岡市長選挙

古本を送付

文部科学審議官

校友の
皆さま

いただいたご意見を企画に生かしていきたいと考えておりますので、ご協力をお願い

いたします。ご協力いただいた方の中から、抽選でプレゼントをお贈りいたします。なお、
当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

時折、立命館オンラインセミナーを受講している。特に印象深かったのが、

 友会ホームページ
校
トップのバナーを
クリックして
アクセス！

◦ ISBN のない本

に読み解き、その実像に迫っている。校友の集いでも講義が展開され、

今は創思館や充光館が立つ緑豊かな憩いの広場に変わっているのだ。

がぜん興味が湧いてきた。そこで最近は京都御苑の中の白雲神社に通っ

同時に学生時代の中央グランドでの記憶がよみがえった。学園祭では多

ている。公望が私塾「立命館」を開設した地、西園寺邸。その跡地に残

くの模擬店が出店、にぎやかで開放的な雰囲気を友人たちと大いに楽し

されたこの神社には、やはり独特の空気を感じるのだ。神社は今も「御

んだ。学園祭イベントで行われたソフトボール大会ではわがサークルのチー

所の弁天さん」として信仰を集めており、暦の十二支「巳」、十二直の「成」、

ムが優勝、中央グランドでメンバーと抱き合い喜びを分かち合った。私に
とって学生時代の楽しい思い出だ。コロナ禍の現在、密な交流は難
しい。早くあの頃のように制約のない交流ができれば、と願って

このご時世、自宅にいることが多くなり、時間ができたおかげで、

編集室から

読書量が一気に増えました。気の向くままに本を読めるのは、

皆さまこんにちは。コロナ禍の状況も少しずつ変わってきまし

くかかるだろうなと思う日々でございます。しかしながら、大好きな
秋空を見ながら、またこの季節が来たなあ…としみじみ思う感覚は毎年

できたのですが、今はそうした情報も入らないので、昔読んだ本を読み

変わらないものです。変化する時代とともに進化する必要があるのは、私

返すことが多くなりました。引っ越すたびに多くの本を処分したのですが、

たち自身なのだろうと心に留めながら、“面白い時代を選んで生まれてき

どうしても手放せない本があって、今はそれらを片っ端から読み進めてい

たものだ”と思ったりします。4 人の子どもたちが 50 歳になる頃には…と、

ます。当時と違った感想を持つのも新しい発見で、しおりとしてはさんで

想像を超えた未来に向けて、今できることは何だろうと考えながらも、毎

いたメモ用紙を見て、その頃のことを想い出すという一粒で二度おいし

日せわしなく目玉焼きを焼く朝です。笑顔と感謝の気持ちを忘れずに、豊

い楽しみがあります。安心して過ごせる日が一日も早く戻りますように。

かな日々となりますように。

（西村仁）
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買取額は市場価格等を考慮して（株）バリューブックスにて査定されます。買取額は需要と
供給によって決まるため、ご自身が大切にされている書籍であっても、残念ながら低額となる
ことや値段がつかないこともございます。お申し込みいただく際には、その点をご理解ください
ますようお願い申し上げます。

立命館大学は、1990 年 4 月以降の卒業生を対象として、一部証明書を
コンビニエンスストアで発行・印刷できるサービスを開始しました。
（日本国内のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートが対象）

手順

❶

コンビニで発行できる証明書

右記の WEBサイトから利用を申請（初回のみ）。
https://crt.ritsumei.ac.jp/Student/ja-JP/
Account/Login?Graduated=True

（安井亜希）

卒 業・修了証 明 書

退学証明書

成績証明書

非正規生証明書

本人確認書類の画像データが必要です。
2 回目以降は、利用申請は不要です。

面白おかしな本を紹介してもらえたので、今どきの若手作家の本も手に



※バーコードの有無は関係ありません。

お申し込 みに関してのお願い

コンビニで証明書が発行可能になりました

（森）

たが、みんなが本当の意味での安心を感じるには、まだしばら

至福の時間です。子どもが家にいた頃には、いろいろなジャンルの

※取扱品などについての詳細は、上記のホームページの「ご利用ガイド」に掲載しています。

◦百科事典 ◦コンビニコミック ◦個人出版の本 ◦マンガ雑誌 ◦一般雑誌
◦同一タイトル 11 点以上 ◦シングル CD ◦投票券等特典付き CD

奥にある時計台の建物…」と言って気付いた。そうだ、昔の中央グランド、

いる。

お問い合わせ先

学校法人立命館 総務部 寄付事務局 TEL：075-813-8110
（平日9:30 〜 17:00）

ISBN
見本

らの質問。
「正門から入って右に曲がると大きなグランドがあるし、その

（山岡祐子）

https://www.charibon.jp/partner/ritsumei-u/

株式会社
バリューブックス

以下の本は取り扱えませんのでご了承ください。

治力を行使し得たのか。山崎有恒教授が最近発見された史料から丁寧

聞けたら最高なのだが。

◦お電話ではお申し込みいただけません。
図書充実のための
費用へ

※ CD・DVD などを含みます。

立命館の学祖・西園寺公望の講座だ。なぜ公家でありながら大きな政

別な小判のお守りも授かることができる。公望のお話がここで

古本の集荷・
仕分け・買い取り

（提携会社）

「今度、立命館で模試があるんやけど、存心館ってどこにあるの？」娘か

五行の「金」が重なる9 月の「巳成金」の日に早朝参拝すれば、特
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または、

抽選で「立命館グッズ」
または「校友会グッズ」を
お贈りします

では、より充実した会報を皆さまにお届けするため、読者アンケートを実施しています。

アンケート回答方法

校友会報「りつめい」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。校友会事務局

 帯電話、スマートフォンで
携
簡単アクセス！

提携会社バリューブックスの
ホームページからお申し込みください。

よろしくお願い申し上げます。

角田悠紀氏（’05 法）

校友会報「りつめい」読者アンケートにご協力をお願いします！

② 申 込・集 荷

引き続き、校友の皆さまのご協力を

立命館大学名誉教授（経済学部）

衆議院議員選挙

◦5 点（5 冊）以上から送料は無料となります。

誠にありがとうございます。

川本和良氏

平林晃氏（教職員校友）

◦恐れ入りますが、段ボール箱は各自でご用意ください。

◦2010 年以前に出版された書籍はお値段がつかない場合が多いため、
お申し込み前に下記の申込ページをご確認の上、
お値段がつかない本をできるだけ除いていただきますようお願いいたします。

7,201名の方々から 335,239 冊の

林堅太郎氏（教職員校友）

石井拓氏（’88 法）

書籍を段ボール箱に入れてください。

◦1 回の申込箱数は 3 箱までとさせていただいています。

2013 年 4月から2021年 9 月末までに

立命館大学食マネジメント学部教授

衆議院議員選挙

〈 お 申し 込 み 方 法 〉

❷
❸
❹
❺

在学期間証明書

利用申請の承認後、通知メールが届き、

申請 WEBサイトへログイン。

料金

メニュー画面から、受取方法で「コンビニ発行」を選択。
必要な証明書の種類と支払い方法 を選択。

●

※コンビニ決済とクレジットカード決済が利用可能。

●

※

選択したコンビニのマルチコピー機で証明書を発行・印刷。

●

証明書発行手数料...................................... 300 円／ 1 通

システム利用手数料................................... 250 円／ 1 回の申請
マルチコピー機のプリント料金............. 20 円／ 1 枚

手続きの詳細、また1990 年 3月以前に卒業された方の証明書申込については右記のWEBサイトをご覧ください。

利用申請に関するお問い合わせ先

立命館大学衣笠学びステーション

TEL：075-465-7877（平日 9:00 ～ 17:00）

https://alumni.ritsumei.jp/
procedure/info/

DECEMBER 2021

31

