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起こることすべてに意味がある

「踏込から着水まで、わずか2秒。その一瞬のために全身全霊を注ぐ」

そう語るのは飛込競技選手の馬淵優佳さん。2017 年 7月に開催

されたイタリアグランプリで優勝を勝ち取った彼女の胸には金メダ

ルが輝く。

日本飛込競技界の第一人者である馬淵崇英氏の娘として、3歳から水

泳、6歳から飛込を始めた馬淵さんの人生は、まさに飛込一色。立命館

大学へ進学したのも選手として成長するためだった。「授業で自分の身

体の強みと弱みを客観的に理解できたことが一番の収穫です。ただ漫

然とメニューをこなすのではなく、目的を持ってトレーニングに取り組

むことができるようになりました」。

4年間で得たものは他にもある。「びわこ・くさつキャンパスまで2時

間半かけて通学し、課題もこなさないといけない日々。これまでと違っ

て、1日の練習時間は4時間に限られました。はじめのころは時間を確

保できないことに焦り、自分を追い込んで練習をしていましたが、結果、

けがが増え、練習ができなくなるという悪循環に。『これじゃだめだ』と、

学業も練習もきちんとスケジュールを立て、こなしていくことで自分の

ペースをつかむことができました」。

2020年に開催される東京オリンピックへの思いを聞くと、「まずは目

の前の大会でメダルを取ることが重要課題」と語る。「調子がいいとき

も、うまくいかず悔しいときも、全部自分にとって意味があること。それ

を乗り越えたときに、また、強くなることができます」。

プライベートでは、今年5月に競泳の瀬戸大也選手と入籍をした馬淵

さん。「同じスポーツ選手なので、わかりあえることがたくさんあります。

彼の存在が心強くもありますし、私も妻として全力で支えたいと思いま

す。まだ、一緒に住んではいませんが、しっかりとサポートできるよう

に修業中です」と微笑む。

選手として、女性として、妻として。馬淵さんは、新しい世界に飛び

込む。

　文：高原珠美　写真撮影：森  昭人

［撮影協力：JSS 宝塚スイミングスクール］
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文：高原珠美　撮影：津久井珠美（P3 1枚目、P4-7）

学生の自主的な学びの支援を目的とした立命館大学の奨学金制度
「＋ R 個人奨励奨学金 ※」。

そのもととなる資金は「校友会未来人財育成基金」から拠出されています。
今号は、先輩からの GIFT を受け取った後輩たちの「その後」を紹介します。

巻頭特集  未来への贈り物
― 校友会未来人財育成基金の支援を受けた彼らは今 ―

※2017年度から「＋R校友会未来人財育成奨学金（成長支援）」に制度変更
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2011年3月11日、震度6弱。
当時、高校2年生だった齋藤怜さんは福島県いわき
市で東日本大震災を経験した。自宅の被害は小さかっ
たが、放射線の影響を心配した両親に促され、祖母の
住む兵庫県に妹と2人で避難した。「自主避難は一時
的なもので、落ち着いたら戻れると思っていました。で
も、転校が必要なほど長引いて。生まれ育った街を突
然離れなければならなくなったことは、とてもつらかっ
たです」。
教員を目指していた齋藤さんだったが、原発事故を
経験したことで震災報道や復興支援、エネルギー問題
に強い関心を持ち、立命館大学へ入学した。「読んで
いた原発の本の著者が立命館大学の教授でした。それ
で立命館大学を知り、災害復興に力を入れていること
から、入学を決意しました」。
入学後は、産業社会学部のダブルメジャー履修制度

を利用し、現代社会とメディア社会を専攻。また、国際
平和ミュージアムの学生スタッフとして展示の案内を4
年間務め、学びを深めていった。この他にも平和交流
活動の運営リーダーや関西圏にいる避難者の交流ボラ
ンティアなど、学内外問わず復興支援の活動に参加し
ていた齋藤さんだったが、自分の中の軸が見いだせて
いなかった。そんなとき、東北の復興と未来をテーマと
したテレビ番組に参加。そこで「情報を発信することの
大切さ」を学んだ。
「発信することで多くの人と問題を共有し、一緒に考
えることで解決につなげたい」。
それからは自ら発信することを主軸に据えた。まずは
自分の目で現状を把握するため、3回生のときに福島
の被災状況を、4回生ではモンゴルにおける環境汚染
の状況調査を目的として、＋R個人奨励奨学金に応募
した。「課外活動で学んだことは、実際に現地に赴いて、
見て、体感しないと知りえないことがあるということ。問
題を解決するため、その人と同じ場所で同じ目線にな
ることが大切だと思います」。これらのフィールドワーク

で得たことを発信するため、エネルギーについてのワー
クショップの開催やインドネシア共和国のガジャ・マダ
大学との共同シンポジウムに参加し、現地の学生たち
に被災地の現状を伝えた。
現在、日本放送協会の水戸放送局で報道記者として
活躍する齋藤さん。「これまでの経験を生かせる仕事
はなにかと考えたときに、記者だと思いました。ゼミの
指導教員だった、客員教授の今井義典先生からジャー
ナリズムについて学ぶうちに、卒業後は記者として社会
と向き合いたい、社会的弱者の目線で報道したいとい
う思いを強くし、この道に決めました」。
齋藤さんはこれまで、原発事故による避難者が直面
する問題や、福島県に隣接する北茨城市の漁業の現状
などを取材してきた。自主避難者に対する住宅支援の
打ち切りの問題を取り上げた際は、行政が動き、支援
制度が新設されたという。「放送を見て、初めて知って
もらえることも多いです。知らないということはその人
にとっては『存在しない』ことと同じ。だから、伝えて知っ
てもらうだけでも大きな意味があると思います」。
災害や事件の担当をしているため、過酷な現場に立

ち会うことも多い。「遺族や関係者など、つらい思いを
されている方にお話を伺うこともあります。まだ入局2
年目なので、力不足を痛感することもありますが、目の
前の人にとって何年目なんて関係ない。人として誠実
に向き合うしかありません」と顔を引き締める。

「学生時代、200単位を超える講義を受講しながら、
課外活動にもしっかり取り組むことができたのは、この
奨学金があったからこそ。そのおかげで今の自分があ
ると思います」。
記者として伝えたいことを尋ねると「被災地の今後に
ついてです。その中でも、廃炉まで長い時間がかかる
原発と原発事故被災地のこれからについて。3･11を伝
え続けることが被災者でもある私の使命だと思ってい
ます」と語った。

齋藤  怜
り ょ う

さん（'16産社）日本放送協会 水戸放送局 記者

伝えることで社会が変わる

RYO SAITO01

｜巻頭特集｜ 未来への贈り物
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河田麻実さんは、2014年度から3年間
＋R個人奨励奨学金を活用して、徳島県
で子ども向けの英語合宿の運営のサポー
ト、地域活性化事業への参入、海外訪問
団の通訳アテンドに加え、大阪府での子ど
も食堂やフリースクールで活動をしてきた。
「得意な英語を使って地方の子どもたち
に国際交流の機会と、教育支援をしたい」。
そう思い活動を始めたが、河田さんが目
の当たりにしたのは地方の過疎化や教育
の地域格差、社会や家庭の事情による子
どもの貧困など、日本のリアルな社会問題
だった。「知ってはいたけれど、こんな身
近に起こっているなんて思ってもみません
でした」。
また、河田さん自身も地方で活動する難

しさを実感した。「いい企画であっても、ま
ず仲良くならないと話を聞いてもらえませ
ん。なじもうと努力をしましたが、地元の
方との間に乗り越えられない壁ができてし
まって。でも、プロジェクトは遂行しなけれ
ばならない。第三者に助けてもらうしかな
いと社会人の知人に相談し、間に入っても
らうことでどうにか実現しました。今思えば、
もっと人に頼ってもよかったのではと反省
します」。自己評価が厳しい河田さんだが、
関わってきた活動は徳島県牟

む

岐
ぎ

町を中心
に大学生が教育や街づくりを行うNPO法人
「ひとつむぎ」として、次世代に受け継が
れている。
立命館大学は第一志望の大学ではな
かった、という河田さん。だからこそ、在学
中は自分のやりたいことをやる、と吹っ切
れて動くことができたという。「第一志望の
大学に進んでいたら、勉強だけで4年間を
終えていたと思います。失敗したからこそ、
ここでもっと成長したい ！ という思いがふ
つふつと湧いてきました。そんなとき、＋
R個人奨励奨学金の募集を知り、応募。結
果、3年続けて採択され、自分がやりたい
活動を続けることができました。立命館大
学には何かをしたい ！ という思いを受け
止めてくれる土壌がありますね」と話す。
現在は、国際関係研究科に属している
河田さんだが、本年9月からは共同修士学
位プログラム（DMDP）※1でオランダのエ

ラスムス大学ロッテルダム・社会科学大学
院大学に留学をしている。「将来は、国際
連合など国際的な組織で広報として働き
たいと考えています。課外活動で直面した
日本の社会問題が、国際問題への関心の
足がかりになったという側面もあります。ま
た、校友会や大学の授業での課外活動報
告などを通して、広報活動が自分に向いて
いると感じました」。

課外活動では苦い経験や不甲斐なさも
感じたが、人には適材適所があることを学
んだという。そんな河田さんの信念は、「置
かれた場所で咲くこと」。世界を目指す河
田さんはこれからどこでどんな花を咲かせ
るのだろう。

※1  立命館大学大学院に所属しながら提携する海外の大学
院に1年間留学し、最短2年間で2つの大学院の修士号を同
時に取得できる制度

現在、アメリカのIndiana State University
のAthletic Training programで、米国公認アスレ
チックトレーナー（Athletic Trainer Certifi ed
以下、ATC）の資格取得を目指している林俊
之介さん。
林さんは小学生から野球を始め、立命館大
学でも硬式野球部に入部。将来は、社会人野
球選手として活躍したいと思っていたが、高
校生時代に負った肩のけがが完治せず、1回
生のときに野球選手の夢を諦めた。「周りの
人も応援してくれていたのに続けることができ
なくなって、かなり落ち込みました」と当時を
振り返る。
大きな目標を失った林さんだったが、リハビ

リ中にサポートをしてくれたATCのように選手
の肉体面・精神面を支える側になりたいとト
レーナーになることを決意。2回生からアメリ
カンフットボール部とラグビー部の学生トレー
ナーになった。学生トレーナーの生活は、想
像以上にハードだ。授業が終わってからすぐ
グラウンドに向かい、夜10時ごろまで選手の
サポート。帰宅後、授業の課題をこなし、翌日
学校に向かうというスケジュール。これがほぼ
毎日続くため、自分の時間が確保できなくなり、
アルバイトも辞めざるを得なかったという。林
さんが目指す全米アスレチックトレーナー協
会 (National Athletic Trainers' Association： 
NATA)のATCになるにはアメリカの大学院へ
の入学が必須。隙間の時間を使って英語の
学習をしていたが、思うようにスコアが伸び
ず、2回生のときに＋R個人奨励奨学金を申
請。フィリピンへの語学留学に活用した。「大
学入学当初の英語力はTOEIC®380と初級レ
ベル。＋R個人奨励奨学金を活用しての語学
留学や日々継続的に学習を続けた結果、4回
生の9月にはTOEFL iBT®83（TOEIC®換算
750）と上級レベルの語学力を身につけること
ができました」。
林さんの夢は、F1などのレーシングドライ
バーの選手を支えるアスレチックトレーナー
になること。「レーシングドライバーが勝つた
めに必要なサポートを知りたくて、3、4回生の
ときに再度＋R個人奨励奨学金を申請しまし
た。元ドライバーや鈴鹿サーキットでのレース
運営を支える医師に話を聞くための交通費や、
理学療法士、ATCとの自主勉強会の開催費と

して活用しました。これらの活動を通して
モータースポーツ関係者と知り合い、次に
つなげることができました」。
将来は日本に戻り、トレーナーとして日
本人ドライバーのサポートを希望している。
「最初はモータースポーツドライバーを
支えるATCになりたいと公言するのが恥
ずかしかったです。知識もないし、特別な
つながりもない。でも、スポーツ健康科学
部の講師でATCの方に相談したら、『自分
でなりたいと思うならなれるんじゃない？』
とさらっと言われて。『あ、自分がやりた
いならやればいいんだ』と気付き、そこか
らがむしゃらに動き始めました」。

林さんの座右の銘は、「No Attack　
No Chance」。日本人で初めて世界三大
レースの1つであるIndy 500を制した佐
藤琢磨選手と同じだ。「大学時代は、い
ろんなことにチャレンジする時間があり
ます。ただ、資金面は苦しいところがあ
る。＋R個人奨励奨学金は、『やりたいこ
とをやってみなさい』と先輩方が背中を
押してくれるものだと思います。奨学金が
あったからタイミングを逃すことなく、必
要なときに必要な動きができました。本
当に感謝しています」。
林さんのブログにはこう記してある。

「目標＝夢=予定」

｜巻頭特集｜ 未来への贈り物

がむしゃらに動いて夢をかなえる 苦い経験も不甲斐なさも未来への糧

SHUNNOSUKE HAYASHI02 ASAMI KAWATA03

校友が支える母校と後輩の未来
「校友会未来人財育成基金」の詳しい
ご案内はP18-19をご覧ください。

Information

立命館大学 国際関係研究科   河田麻実さん（ '17文 ）Indiana State University 大学院生   林俊之介さん（ '16スポ健 ）
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[ R I T S U M E I  I N T E R V I E W ]

株式会社ヨンドシーホールディングスのジュエ

リー事業「エフ・ディ・シィ・プロダクツグ

ループ」は、1972年に「４℃」 ブランドを世に送り出し

てから今日まで、すべての女性に美しさとときめきを

届けることを使命とし、国内に200店舗以上展開して

いる。同社の代表取締役社長を務める鈴木秀典さん

にお話を伺った。

ジュエリー事 業のエフ・ディ・シィ・プロダクツグ

ループは、百貨店を中心に販売する「４℃」、ブライダル

専門で主に路面店中心に展開をする「４℃ BRIDAL」、

駅ビル やファッションビルを中心に展開する「canal

４℃」など6 つのショップブランドがあります。

私が入社したのは、地元の広島にある西日本を代表

する総合問屋の「十和株式会社」 （以下、十和）でし

た。当時は、繊維製品の卸会社が日本の各都市にあり

ましたが、卸事業自体、衰退の兆しを見せ始めていま

した。また、同時期に取引先の多くの洋品店は後継者

問題で事業の継続が難しくなっていました。それなら

ば、跡を継いでもらえるような格好のよい専門店を作

ろうと十和が小売店を展開。そこに偶然４℃の営業の

方が来られて、４℃の商品を扱うようになったのが十和

と４℃との最初の接点です。当時のジュエリー業界は、

高価な宝飾品、または安価なアクセサリーしかありま

せんでした。４℃のクリエイターたちは発想がとても豊

かで、若者をターゲットに本物の素材を使って、手頃な

価格設定の「ファッションジュエリー」という、これまで

なかったジャンルを作ったのです。しかし、資金力が

なかったため、十和に資金援助を求めてきた。結果、

当社グループで４℃を運営することになりました。当初

は自分たちが作る商品に共感してもらえる一定のお客

様に販売をしていましたが、現在では、多くのお客様

に喜んでいただける商品を企画し、販売をしています。

販売スタッフも商品の良さや企画の意図をお客様に伝

えるという役割が大きかったのですが、今では商品の

良さの伝達だけではなく、ファッションアドバイザーと

してお客様のお話を伺いながら、本当に満足していた

だけるものを提案するというホスピタリティマインドの

高い接客でお客様をお迎えしています。また当社では、

100人規模の検品体制を構築しました。おそらく他社

ではこの規模で検品をするところはないと思います。外

観検品だけでなく、業界に先駆けて「蛍光 X 線分析器」

を導入し、すべての製品の素材や石が本物かどうかと

いう細かいところまで自社でチェックしています。これ

すべては、お客様の“笑顔”や“ときめき”のために

鈴木 秀典さん

株式会社ヨンドシーホールディングス　
代表取締役社長

1979年 法学部卒業

［撮影］宅間國博

提供：株式会社ヨンドシーホールディングス
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業後、多くは地元に戻りましたが、今でも連絡

を取り合うメンバーもいます。

100年続く企業と
ブランドを目指して

十和に入社後は 1年の倉庫勤務を経て、営業

として働いていました。繊維製品の卸業は今後

厳しいだろうということで、会社はファッション

産業化に向けて舵を切った時期がありました。

私自身も営業の仕事を通して、このままでは本

当に問屋はなくなってしまうのではと危機感を

覚え、その想いを上司に聞いてもらいました。

「じゃあ、どうしたらいいと思うのか」と問われ、

「自分でファッションブランドを立ち上げます」

と伝えたところ、「やってみろ」と新ブランドの

責任者になりました。入社から 6、7年目のこと

です。当時の会社の制度で「カンパニー制」と

いうものがあり、3 年目で損益 0 以上にする必要

がありました。2 年目までは計画通り推移しまし

たが、3 年目に無理をしました。結果、ブラン

ドは丸 4 年でなくなりました。失敗です。会社

内の事業でしたので、その会社がなくなっても他に行く

ところはあるわけですが、自分の意図していないところ

に異動するスタッフも出てくるわけです。それを見て、 

「普通の会社だったらこれは倒産なんだ」と実感しまし

た。経営は、もっと慎重に、冷静に進めないといけな

いということや、進めるときは進め、止めるときは止め

るという決断が必要など、多くのことを学びました。こ

の経験が今のポジションにたどり着くための大きな分

岐点だったように思います。

近年、当社に入ってくる新入社員を見ていると、大人

しいというか、小さくまとまっているように思います。声

 も小さいし、積極的に前に進んでいく人も少ない。ど

ちらかというと「指示待ち」の社員が非常に多いように

感じます。経済観念はしっかりしているけれど、「本当

にあなたのしたいことは何？」と疑問を持ちます。「そこ

そこでいい」ではなくて、自分がしたいことを見つけて、

それに向かってまい進してほしいのです。

企業にとって、人は財産です。人を育てていかなけ

れば、企業の永続はあり得ません。当社は創業 67年、

そして４℃ブランドが誕生して45 年になります。当社の

歴史や価値観を社員に伝承していきながら、企業の永

続性はもとより、日本のファッションブランドではあま

り類をみない100 年続くブランドの実現に向けて、まい

進してまいります。

はすべて、お客様に当社の製品を安全に、そして安心

してご使用いただきたいという想いからであります。ま

た、ブランドとして、お客様へ信頼を提供することは当

社の責務であると強く感じております。

「京都に
すばらしい大学がある」

私が立命館大学のことを知ったのは、中学生のとき

のこと。学校の先生が授業中に「大学というと東京大

学、京都大学、広島大学くらいしか知らないでしょう

が、京都にすばらしい先生方が揃っている立命館とい

う大学がある」と紹介されたのです。細かい話の流れ

は忘れてしまいましたが、その話がずっと頭に残ってい

ました。高校生になって、法学部に進みたいと思った

とき、立命館の法学部を目指したきっかけの１つになっ

たと思います。

入学してからは、授業についていくのに苦労しまし

た。4 回生のときに 50 単位くらい残っていたので、4 回

生の後半は卒業するために必死になったことを覚えて

います。私は法学部の民法を専攻し、ゼミの教授は中井

美雄先生で、卒論執筆時に大変お世話になりました。

また、国際法の山手治之教授もよく覚えています。山

手先生は同じ広島出身でいらしたので、高校の先生か

ら言われ、入学早々ご挨拶に伺ったのです。確か山手

先生だったと思うのですが、「法学部の学生は机の上に

六法全書を置いて、根拠を持っ

て発言をしなさい」と言われま

した。六法全書を置くことは実

践しませんでしたが、発言に責

任を持つということには今でも

大切にしています。

学 業以 外では、 映画サーク

ルに入っていました。立命館大

学の映画サークルに入ると同時

に、 京 都の映画サークルに入

ることになっていました。自主

上映会や鑑賞会をして、その後

ディスカッションをするというの

が主な活動だったのですが、そ

のサークルではあまり面白い映

画を観なかったですね。私は SF 映画、例えば「猿の

惑星」や「ジュラシック・パーク」のような楽しいもの

が好きなのです。だから活動後の飲み会になると元気

になりましたが、討論しているときには大半は寝ていま

した（笑）。

下宿先は宇多野でした。キャンパスは広小路でした

ので、通学にはバスで40 ～ 50 分かかりましたが、下

宿先のメンバーとはとても仲が良かったです。学部はば

らばらでしたが、全員立命館の学生でいろんな情報が

入ってきました。私の部屋は入り口付近にあり、まるで

リビングのようにみんなが私の部屋に集まって毎日話を

していました。みんな地方から出てきていたので、卒

1979年立命館大学法学部卒。同年、十和株式会社入社。グループ
会社のエフ・ディ・シィ･プロダクツ取締役等を経て、2009年取締役、
2011年常務取締役。2013年3月から現職。

「校友のみなさんも自分の人生
を突き進んでいただければ、
とてもうれしく思います」

株式会社ヨンドシーホールディングス　
代表取締役社長

鈴
す ず

木
き

 秀
ひ で

典
の り

 さん
（‘79法）

永く身に付けられるジュエリーを生む、職人たちの熟練の技 （写真提供：株式会社ヨンドシーホールディングス）

下宿先の「長谷村荘」で、当時一緒だったメンバー
との写真（鈴木さん：下から2人目、ご本人提供）

P R O F I L E
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「一緒にご飯を食べることを文化人類

学では『共食』といいます。私は、長期

にわたって現地の方のお世話になりなが

ら生活の実態を調査していましたが、調

査を成功させるための第一関門が一緒

にご飯をおいしく食べるということでし

た。日本でも親しい間柄を表わす『同じ

釜の飯を食う』ということわざがありま

すが、共に食べることで人との距離を縮

めることができるのです」。

また、朝倉教授によると「食べる」と

いう行為で距離が近くなるのは、人間同

士だけではないという。「食物そのもの

が自然から生まれたものですから、それ

らを食べることで人間と自然が結び付く。

また、宗教によって考え方は異なります

が、神様や仏様に捧げたものを食べるこ

とで人間と超自然も結び付く。『食べる』

という行為は、人間と人間の連帯、人間

と自然の連帯、人間と超自然との連帯

のために重要な行為だと考えられます」。

和食が無形文化遺産に
登録された意味

2013年、日本の食文化である和食が

ユネスコの無形文化遺産に登録された

が、これは日本の伝統的な食文化が失

われつつあるという危機感があるからだ

と朝倉教授は指摘する。「『和食』の登

録には副題がついて認定されました。そ

の副題とは『日本人の伝統的な食文化ー

正月を例としてー』です。例えば、おせ

ち料理。おせち料理はそれぞれの品に

意味があります。家族の健康と繁栄を

願って作り、お正月に食べることが風習

でした。しかし、今ではイベントの1つ

としてホテルや百貨店でおせちを購入す

る人も多くなってきました。このように

古来、日本人が大切にしてきた食に対

する意味合いが少しずつ変わってきてい

るのです」。また、それは日本に限った

話ではないという。「韓国の『キムジャ

ン文化』も『和食』と同時に、ユネスコ

の無形文化遺産に登録されました。キ

ムジャンは、家族・親族や隣近所が助

け合って越冬用のキムチを大量に漬け

る冬の歳時風俗です。そして、この大量

のキムチをみんなで分かち合うというこ

とが伝統的な文化でした。しかし、今で

はアパート生活になり、キムチ冷蔵庫が

普及し、そうした伝統が失われようとし

ています。時の流れとともに食文化も変

化をしてきますが、変えてよいものと残

していきたいもの、特にその国にある食

に対する精神性をどのように継承してい

くか考える必要があります」。

「食」を総合的に学べる
学部が誕生

2018年、びわこ・くさつキャンパスに

「食マネジメント学部」が新設される。

食の社会的なあり方や、文化的・歴史

的な背景、そして自然科学的な知識ま

でを経済学・経営学を基盤にして、「マ

ネジメント」「カルチャー」「テクノロ

ジー」の3つの領域から食を総合的に学

ぶことができる日本初の学部である。朝

倉教授は、同学部で食の文化人類学や

食科学入門を担当する。「サービス産業

はもちろんのこと、広い分野で食は関

わってきます。例えば医療・介護業界で

あれば、病院食、介護食などがある。

テレビ等マスメディアでも、食の情報が

多く取り扱われています。ただし、中に

は深く調査されないまま発信されている

情報もあり、鵜呑みにするのはとても危

険です。正確に伝えようとするならば、

フィールドワークなどで現場のことを調

査・理解した上で、それを言語化する

技術や知識が必要。食マネジメント学

部では、そのような基礎をしっかり学ぶ

ことができます」。

本年７月には、学校法人立命館と、

文化と料理の関係を考察するガストロノ

ミーやホスピタリティマネジメントの世

界的な教育機関である「ル・コルドン・

ブルー」が、教学提携協定を締結した。

これにより、国際的に通用する修了資格

を取得できる実践的な共同プログラムを、

食マネジメント学部で展開する。具体的

には、食マネジメント学部を卒業するた

めに必要な履修科目のうち、共同開発

によるマネジメント系の指定12科目と、

ル・コルドン・ブルーが開講する調理

実習やワイン学の講義、長期インターン

シップなど7科目を履修することで、グ

ローバルな視点で食の諸問題を解決に

導く人材を育成することが可能になる。

「大学の役目はいろいろありますが、

学び、知識を身に付ける場であることと、

そして大切なのは人づくりの場であるこ

とです。食マネジメント学部で、食の知

識をしっかり食べて、味のある大きな人

間に育ってほしいと思います」と朝倉教

授は語った。

「文化人類学のフィールドワークは、ご飯を食べることからはじまる」と語るのは現在経済学部教授で、
2018年食マネジメント学部長に就任予定の朝倉敏夫教授だ。朝倉教授は、1980年に韓国西南部の多島海にある都草島に渡り、 
現地の方と寝食を共にしながら韓国の家族制度の研究調査を進めてきたが、食を通じてその文化や社会が見えてくるという。

立命館の研究者たち

経済学部

朝倉敏夫  教授

食を通して文化を見る

在サハリンの韓国人家庭でキムチの調査をする朝倉教授

Profile Toshio Asakura
1985年 明治大学大学院政治経済学研究科
 博士後期課程満期退学 
1988 ～ 2016年 国立民族学博物館助手、助教授、
 教授を経て、定年退職
2016年～ 立命館大学経済学部教授、
 同国際食文化研究センター長

立命館大学 食マネジメント学部
http://www.ritsumei.ac.jp/gas/pre/
TEL 077-561-4801

［写真］池田貴夫

食マネジメント学部の学び

3つの領域
フードマネジメント

F o o d  M a n a g e m e n t  &  E c o n o m i c s

フード
テクノロジー

F o o d  S c i e n c e
&

T e c h n o l o g y

フード
カルチャー
F o o d  C u l t u r e

&
H u m a n i t i e s

「食」を

G a s t r o n o m y
M a n a g e m e n t

総合的に捉える

官能評価学や認知科学の
側面と、栄養学や調理科
学の側面から、「食」にア
プローチ。人が安全にお
いしく食べるとはどうい
うことかについて科学的
に理解することで、新た
な「食」の可能性を開く素
養を身につけます。

日本や世界の食行動を文
化的、地理的、歴史的な視
点から学び、「食」の多様
性と奥深さを知るととも
に、「食」と人の織り成す
さまざまな文化を理解し
ます。学びを通じて世界
に触れ、異文化理解力と
外国語コミュニケーショ
ン力も磨きます。

経済学・経営学の基礎を
身につけ、グローバル化
する「食」の供給・消費の
仕組みや地域の役割を体
系的に理解するとともに、
社会にとって最適な政策
や、「食」に関わる組織や
企業のあるべき姿、先端
の経営技法を学びます。
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SENDAI

　2018 年の校友大会では、これまで

校友会が行ってきた復興支援事業を

振り返りつつ、復興への思いを未来に

つなげる（記憶の風化を防ぐ）企画を

シンポジウム以外にも実施予定です。

　ぜひ、2018 年 10 月 20 日（土）に

仙台国際センターで開催される「オール

立命館校友大会 2018 in 仙台」へお越

しください。

復興への願い3.11

2018年に北海道・東北ブロックで開催される校友大会は、東日本大震災で大きな被
害を受けた宮城県の仙台市が舞台です。立命館大学校友会は2011年3月11日の東日
本大震災発生直後から継続的に復興支援事業を続けてきており、2018年の校友大会
では震災伝承や防災をテーマにしたシンポジウムの実施に向けた準備を進めています。
開催当日、コーディネーターを務める校友で地元紙・河北新報社 記者の大泉大介さん
にシンポジウムに込める思いを聞きました。

　校友大会が仙台で開かれることに、まず

感謝したい。大きな津波被害を受けた東北

の被災地は、住宅の高台移転や商店街の本

設化など復興が進む一方、コミュニティーの

維持・再生や被災者のメンタルケアなど依

然課題は多い。校友に被災地のいまを感じ

てもらう意義は大きい。

　取材を通じ、多くの犠牲者遺族に会って

きた。体験内容や心情は十人十色だが、「災

害犠牲を繰り返してほしくない」という願い

は共通する。つらい体験を語ることが誰か

の命を守ること、犠牲を無駄にしないことに

つながると思えれば、前を向ける。単なるお

涙頂戴ではない語り部の願いも受け止めて

ほしい。

　地元では震災前から宮城県沖地震の発

生が確実視されていた。河北新報も災害へ

の備えを紙面で繰り返し訴えてきた。しか

し、主たる発行地域の宮城県だけで約1万

1千人もの犠牲が出た。朝刊で45万部を超

える発信があっても、「広く浅い呼び掛け」

では命を守り切れない現実を突きつけられ

た。反省から震災後、「むすび塾」と名付けた

防災ワークショップを始めた。町内会や企業、

学校などに記者が専門家と一緒に出向いて

月１回、10人前後の語り合いを重ねている。

こうした「狭く深い働き掛け」を通じ、一人ひ

とりに災害を「わがこと」と受け止めてもら

い、備えにつなげてもらうことが被災地新聞

社の責務と考えている。

　京都から遠く離れた東北にも校友はいる。

被災した人もいれば、震災後支援に入り、そ

のまま移住した人もいる。シンポジウムでは

そうした校友のつながりを生かし、震災の教

訓と防災について語り合いたい。

　東日本大震災は「1000年に一度」と形容

される。裏を返せば被災地は、「1000年に

一度の学びの場」だ。そうした時間感覚に立

てばわれわれはまだ、災禍のただ中にいる。

決して過去ではない。多くの校友に「1000

年に一度の現場のいま」に向き合ってもら

いたい。

東日本大震災シンポジウム
―「震災伝承と防災」を語り合う場に―

オール立命館校友大会2018 in 仙台

　河北新報社が 2012 年 5 月から続ける防災ワーク

ショップ。地元のみならず、南海トラフ地震の被災

が予想される愛知や高知、宮崎などの各県でも実施。

国内だけにとどまらずインドネシア、チリでも開催。

従来の報道の枠を超えた取り組みが評価され、2016

年日本災害情報学会の廣井賞を受賞。同年 4 月、河

北新報社はむすび塾などを担う「防災・教育室」を

新設するなど、「いのちと地域を守る」ことに力を入れ

ている。

防災ワークショップ「むすび塾」の詳報は地震が
発生した11日に毎月掲載。インターネットでも
公開している。（河北新報社提供）

「むすび塾」とは? 校友会事務局から

Profile

河北新報社　
防災・教育室記者、論説委員

大泉 大介さん（'95 国関）

1971年　宮城県大崎市生まれ

1995年　国際関係学部卒
 河北新報社入社

「1000年に一度」に向き合って
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立命館大学
大連校友会

新たな海外校友会の紹介

立命館大学
シンガポール校友会

立命館大学
マレーシア校友会

立命館大学
ドイツ校友会

立命館大学
英国校友会

立命館大学
インド校友会

天津立命館
校友会

立命館大学
モンゴル校友会

立命館大学
北京校友会

立命館大学
広州校友会

立命館大学
ハノイ校友会

立命館大学
上海広小路会

在韓立命館大学
同門会

立命館大学
長三角校友会

立命館大学
タイ王国校友会

立命館大学
インドネシア校友会

立命館大学
ミャンマー校友会

立命館大学
サイゴン校友会

立命館
マニラ校友会

立命館大学
香港校友会

立命館大学
台湾校友会

立命館大学
ブラジル校友会

立命館大学
シカゴ校友会

立命館
ニューヨーク校友会

 立命館大学
シドニー校友会

立命館
テキサス会

立命館大学
ロスアンジェルス

校友会

立命館大学
北カリフォルニア

校友会

立命館大学
バンクーバー校友会

New

New

New
New

New

海を超えて広がる校友会ネットワーク  
― 世界の29の国・地域でつながる立命館―
　今日の世界におけるグローバル化の急速な進展に伴い、校友の国際的な流動性は高まり、その活躍の場は世界中に広がっています。
その流れを受け、立命館大学校友会はさらなる海外校友会ネットワークの拡大を目指し、2017年6月には新たに5つの海外校友会の登
録が承認されました。2017年9月現在、29の国・地域で、日本人だけでなく元留学生をはじめ、立命館アジア太平洋大学（APU）・附属
校の校友、そして現役学生も含めた校友会活動が展開されています。
　各校友会では多様な活動を通し、生活やビジネスに役立つ生きた情報交換や人脈形成を行いつつ、母校・後輩支援にも取り組まれて
います。今回は新たに登録された校友会を中心に、世界に広がる立命館校友会ネットワークを紹介します。

立命館大学長三角校友会

2017年2月に約40名で設立総会を開催。経済成長著し
い長三角地域（長江デルタ地帯：上海市、江蘇省南部・
浙江省北部を含む長江河口の三角洲を中心とする地
域）の校友会。嘉興市を活動拠点とし、起業家を中心に
ビジネス情報交換や人脈形成を積極的に行っている。
立命館への入学・留学に関心のある高校生、大学生の
参加も歓迎している。

海外の各校友会の活動は、ホームペー

ジやFacebook等で情報発信されてい

ます。立命館大学校友会のホームペー

ジにリンクが貼られていますので、

ぜひ、ご覧ください！

立命館マニラ校友会

2014年から活動開始、団体登録申請後の2016年2月に
は総会を開催。約20名の会員を有し、年複数回の懇親
会をはじめ、スポーツ交流企画（他大学校友会とのゴル
フ交流戦・練習会、ボーリング大会）を実施。現役学生
のOB・OG訪問サポートや意見交換会の開催などの母
校・後輩支援も行っている。

天津立命館校友会

2016年に団体登録申請、約10名の校友で活動を展開し
ている。約2カ月に1度のペースで懇親会を実施。また、
近隣の北京校友会との合同校友会(懇親会)も行ってい
る。立命館大学との交流プログラムを持つ南開大学へ
の留学生サポートのため、現役学生にも参加の門戸を
開いている。

立命館大学ブラジル校友会

2016年に活動開始、10月に団体登録申請。中南米で初
めてとなる海外校友会。立命館大学ブラジル校友会の
発足に伴い、立命館大学校友会のネットワークは南ア
メリカ大陸にまで広がることになった。2016年3月に
は初めての会合を開催、約10名の校友が世代を超えて
集った。

NORTH
AMERICA

AFRICA

EUROPE

ASIA

SOUTH
AMERICA

OCEANIA

Information立命館大学大連校友会

2017年6月に約20名が参加して設立総会を開催。大連
の大学と立命館の交流の積み重ねもあり、元留学生校
友の参加が多いことが特徴。大連にある立命館大学と
大連理工大学が共同設立・運営する国際情報ソフト
ウェア学部から、多数の校友の輩出が予定されており、
今後の活動拡大が期待されている。

17OCTOBER 201716 OCTOBER 2017
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「校友会未来人財育成基金」による 
新しい奨学金をスタート！

校友会
未来人財
育成基金

2017 年度から「校友会未来人財育成基金」を活用した新しい奨学金「＋R校友会未来人財育成奨学金（海外留学支援）」と
「＋R校友会未来人財育成奨学金（成長支援）」が生まれ、運用が開始されました。

会 報 269 号でご 案 内した「 オール 立 命 館 校 友 大 会 2017 in 京 都 」開 催 記 念 の 特 別 募 集
に、379 件、12,10 0,561 円 のご 支 援をいた だきました。過 去 最 高であった 263 件 (2016 年 )、
8,036,0 0 0 円 (2015 年 ) を大きく上回るお申し込みを頂 戴し、ご支 援の輪がさらに広がっていま
す。みなさまのご 協力に感 謝申し上げますとともに、引き続きのご支 援をお願いいたします。

特別募集のお礼とご報告 寄付実績（2017年7月31日時点）

2,863の個人・団体・法人から

140,295,164円

■ 寄付の金額
（1）個人・団体（校友会などの任意団体）

の場合
ひと口 1,000 円からご支援いただけ　
ます（一 括寄 付と継続寄付 [ 毎月・　
年 2 回・毎年 ] のどちらも可能です）。

（2）法人の場合
　  ひと口の金 額は特に定めておりません。

■ 募集期間
期間に定めはありません。

■ 寄付の目標
継続寄付者 3,000 名・累計 10 億円。

（2012 年～ 2020 年 3 月31日）

■ 活用プラン
海外留学支援、成長 支援、課外活動支援、
研究支援、施設整備支援。

■ 税制上の優遇措置について
本寄付は立命館大学に対する寄付金であ
り、税制上の優遇措置を受けることができ
ます。

校友会未来人財育成基金に関しては

立命館大学校友会事務局

075-813-8216

寄付の受入れ、税制上の優遇措置に関しては

立命館 総務部 寄付事務局

075-813-8110

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

　6月24（土）・25日（日）、海外留学への踏み出し支援プログ

ラムである「グローバル・フィールドワーク・プロジェクト」の参

加学生による事前合宿が行われました。今回は、ベトナムコー

ス・マレーシアコースの計60名に「＋R校友会未来人財育成奨

学金（海外留学支援）」が支給されます。当日、立命館大学校

友会から激励の手紙を

配り、期待の言葉を述

べました。今後、校友

会事務局では受給学生

の成長を追いかけ、発

信していく予定です。

＋R校友会未来人財育成奨学金

海 外 留 学 支 援

　6月29日（木）、「＋R校友会未来人財育成奨学金（成長支援）」

の奨学金証書授与式が行われました。これは学外との関わりの

なかで、社会への還元性のある目的を持ち、達成のため取り組

む学生たちに支給する奨学金

で、衣笠キャンパス、びわこ・

くさつキャンパス、大阪いばら

きキャンパスで48名の学生へ

授与されました。面接選考に

は教職員に加え、校友会役員

も加わるという画期的な取り組

みとなりました。本奨学金受

給学生についても成長を追い

かけ、発信していくとともに、オール立命館校友大会や各校友

会行事において、成果発表を行う予定です。

＋R校友会未来人財育成奨学金

成 長 支 援

校 友会事 務局へ
ご連 絡ください

TEL：075-813-8216
E-mail：alumni@st.ritsumei.ac.jp

クレジットカード決済
で申し込む

振込・現金
で申し込む

口座振替
で申し込む

個 人・団 体
（校友会などの任意団体）

法 人

GIFT WEB へ

http://gift2r.info

継続寄付
で申し込む

継続寄付
で申し込む

一括寄付
で申し込む

一括寄付
で申し込む

郵便局
・
銀行
から振込で
申し込む

現金
・
書留
で

申し込む

❶ ひと口 1 , 0 0 0 円からご支援いただけます。
❷簡単・便利なクレジットカード決済が可能です。
❸ 税制上の優遇措置を受けることができます。

POINT

“未来を切り拓く人財育成” のために「母校・後輩支援」にご協力ください！

校友会未来人財育成基金へのお申し込み方法のご紹介
詳しくは、下記の
お申し込みの流れと

募集要項を
ご覧ください。

〈  校 友 会 未 来 人 財 育 成 基 金   お 申し込 み の 流 れ  〉
ご希望される寄付の方法によって、お手続きが異なります。

インターネットから
簡単にお申し込み
いただけます！

手続きは
一度でOK!

好きな
タイミングで

寄付したいという方に
おすすめ！



21OCTOBER 201720 OCTOBER 2017 2120

ALUMNI NE T WORK

全国の校友会が開催した行事の報告と、今後の予定です。校 友 会 ネ ッ ト ワ ー ク

 6/24 

東北海道校友会 総会
28 名 十勝ガーデンズホテル

    

 6/24 

滋賀県校友会 総会
280 名 びわ湖大津プリンスホテル

    

 6/24 

熊本県校友会 新人歓迎会
20 名 フィガロ

    

 6/27 

大連校友会 設立総会 
20 名 江戸前（スイッシュホテル大連）

       

 7/1 

岩手県校友会 総会
29 名 ホテルニューカリーナ

    

 7/1 

香川県校友会 総会
173 名 ホテルパールガーデン

   

 7/1 

北九州校友会 
ウェルカムパーティー 2017 

28 名 マリコグランクリュ

  

 7/15 

青森県校友会 総会
 33 名 ウェディングプラザアラスカ

   

 7/15 

和歌山県校友会 総会
65 名 ホテルグランヴィア和歌山 

     

 7/15 

上海今出川会
100 名 Arietta  

     

 7/22 

宮城県校友会 総会
71 名 ホテル法華クラブ仙台

    

 7/22 

岐阜県校友会 総会
120 名 ホテルグランヴェール岐山

    

 7/22 

徳島県校友会 総会
100 名 阿波観光ホテル

    

 7/22 

愛媛県校友会 総会
95 名 国際ホテル松山本館

    

都道府県校友会/海外校友会

 6/10 

奈良県校友会 総会 
200 名 天理教第 38 母屋

 6/11 

三重県校友会 総会
160 名 プラザ洞津

    

 6/17 

山形県校友会 総会
29 名 ホテルキャッスル

    

 6/17 

山梨県校友会 総会
35 名 アーバンヴィラ古名屋ホテル

   

 6/17 

高知県校友会 総会
45 名 ホテル日航高知  旭ロイヤル

    

＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください　

http://alumni.ritsumei.jp

2017年6月初旬～7月末に行われた

各団体の行事の一部を紹介しています。

行事報告
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 今後の行事予定
校友会・グループ 日程 会場 問い合わせ先

サイゴン校友会 10/7（土）未定 ホーチミン市内 迫川敏明 sakogawa@vac-viet.com

数物会 総会 10/14（土）13：00 びわこ・くさつキャンパス 同窓会事務代行：（有）プリンティングサービス 06-6969-8111

COSMEDIA （同好会コスメディア） 10/14（土）13：00 末川記念館レストランカルム 小林　哲 090-5739-5345

茨城県校友会 総会 10/15（日）13：00 三の丸ホテル 木村幸夫 029-252-8401

オール立命館校友大会 2017 in 京都 10/21（土） ホテルグランヴィア京都 校友会事務局 申込受付に関するお問い合わせ
075-365-7730  （株）JTB京都支店

京都校友会 総会 10/21（土）12：00 ホテルグランヴィア京都 校友会事務局 075-813-8216

兵庫県校友会 総会 10/21（土）12：00 ホテルグランヴィア京都 寺田　豊 terada@sonoda-u.ac.jp

立命館清和会 総会 10/28（土）16：00 ウェスティン都ホテル京都 立命館清和会事務局 075-323-7111

北摂校友会 総会 10/28（土）17：00 千里阪急ホテル 湯川正之 06-6844-2001

山口県校友会 総会 11/10（金）18：00 湯田温泉ユウベルホテル松政 中村史朗 090-7971-4141

鳥取県東部校友会 総会 11/10（金）18：30 ホテルモナーク鳥取 西垣佳則 0857-30-0555

埼玉県校友会 総会 11/11（土）12：00 越谷コミュニティセンター 榎本哲郎 03-3552-2201

大分県校友会 総会 11/11（土）15：00（時間予定） 大分センチュリーホテル 佐藤昌彦 097-521-5392

宇部小野田校友会 総会 11/11（土）18：00 国際ホテル宇部 森島正信 0836-34-8334

京丹後支部校友会 総会 11/17（金）18：00 プラザホテル吉翠苑 吉岡栄一 080-2413-2825

千葉県校友会 総会 11/18（土）13：00 京葉銀行文化プラザ 森下　功 047-449-4329

文学部創設 90 周年・文学部校友会
設立 10 周年 記念事業 11/18（土）14：00 京都ホテルオークラ 文学部校友会事務局 075-465-8187

鹿児島県校友会 総会 11/18（土）14：30 鹿児島 東急 REI ホテル 栫井昭広 099-262-4053

愛知県校友会 イヤーズミーティング 11/18（土）16：30 名鉄グランドホテル 伊藤享司 info@rits-aichi.net

富山県校友会 総会 11/18（土）17：00 パレブラン高志会館 福田　豊 rutoyama@excite.co.jp

オール立命館 福岡県校友の集い 11/18（土）17：30 ソラリア西鉄ホテル 久間康弘 090-8396-1498

佐賀県校友会 総会 11/18（土）18：00 ホテルニューオータニ佐賀 増田定次 0952-44-4248

衣笠寮・寮友会 総会 11/23（木・祝）12：00 京都タワーホテル 荒木　敞 080-5320-4024

北九州校友会 総会 11/25（土）18：00 リーガロイヤルホテル小倉 初村雅敬 093-882-9240

石川県校友会 総会 11/25（土）18：00 金沢ニューグランドホテル 木場密雄 070-5145-7868

栃木県校友会 総会 12/2（土） ホテルマイステイズ宇都宮 笠原朋雄 028-673-1783

＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください

　http://alumni.ritsumei.jp
2017年10月～2017年12月に予定されている
総会です（判明分）

ALUMNI NE T WORK

校 友 会 ネ ッ ト ワ ー ク

 6/30 

堺市役所わだつみ会 総会
43 名 大地の恵 大阪堺東店

 7/4 

立命京滋観光の会 第25回 記念総会
36 名 ANA クラウンプラザホテル京都

 7/14 

ひろぎん立命会 総会
64 名 むさし  土橋店

 7/18 

池田泉州銀行立命会 総会
85 名 スイスホテル南海大阪

 7/22 

あわぎん立命会 
「新入行員歓迎会」 

38 名 ザ・グランドパレス

 7/26 

奈良市役所立命会 総会
30 名 奈良ロイヤルホテル

サークルOB・OG会

 6/10 

ユネスコ研究会ＯＢ会 懇親会
32 名 衣笠キャンパス諒友館生協食堂

 7/1 

法学部商法塩田ゼミOB会 総会
29 名 京都ホテルオークラ

その他の会

 6/3 

ウリ同窓会 総会
40 名 東華菜館

 7/29 

秋田県校友会 総会
26 名 パーティーギャラリーイヤタカ

 7/29 

神奈川県校友会 総会
75 名 崎陽軒本店 

    

 7/29 

福岡県校友会 新卒歓迎パーティー「立門会」
62 名 HAKATA ONO

学部・学系校友会

 6/24 

国際関係学部校友会 総会 
79 名 ステーションコンファレンス東京

 6/24 

経営学部校友会 総会 
50 名 大阪いばらきキャンパス

 6/25 

法学部同窓会 総会 
110 名 京都ロイヤルホテル＆スパ

 7/2 

MBA校友会RIMO 総会 
65 名 大阪いばらきキャンパス

 7/8 

文学部創設 90周年・文学部校友会
設立10周年 東京プレ企画 

60 名 ステーションコンファレンス東京

 7/8 

映像学部同窓会 総会
28 名 立命館東京キャンパス

地域校友会

 6/17 

東広島地区校友会 総会
24 名 中国新聞西条販売所

 6/17 

第16 回嘉飯わだつみの会 総会
27 名 パドドゥ・ル・コトブキ

 6/18 

福知山校友会 総会
24 名 たかた荘

 7/1 

山口周南地区校友会 総会
50 名 ホテルサンルート徳山

 7/2 

八幡市校友会 総会
19 名 八幡市立松花堂庭園・美術館

 7/8 

亀岡校友会 総会
20 名 ガレリア亀岡

 7/12 

大阪立命会 総会
16 名 百楽 上本町本店

職域校友会

 6/7 

高槻市役所槻立会 総会
50 名 アンシェルデ・マリアージュ

 6/17 

京都府庁 衣笠会
64 名 東華菜館

 6/24 

技術士会 総会
45 名 中央電気倶楽部

 6/24 

滋賀銀行比叡会 総会
35 名 びわ湖大津プリンスホテル

 6/29 

金沢市役所立林会
20 名 きがね家
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鈴木大地スポーツ庁長官が 
BKCスポーツ健康コモンズを視察

5月10日、鈴木大地スポーツ庁長官が、

2016年9月に完成した、びわこ・くさつキャ

ンパスの「BKCスポーツ健康コモンズ」を視

察しました。室内プールやリハビリルームな

どの施設を見学後、スポーツに関わる本学の

人材育成の取組みを聞き、「地域や社会がス

ポーツを通じて一体となれる文化を醸成し

たい。そのために大学が果たす役割は大き

い」と、本学への期待を示しました。

その後、学生アスリートや彼らを支える学

生サポーターと懇談し、正課と課外活動の両

立に伴う悩みや苦労、将来の夢などについて

熱心に耳を傾けていました。

チェコ・カレル大学との協力協定署名
5月 22日、朱雀キャンパスでカレル大学

（チェコ共和国）との協力協定締結式が行わ
れ、カレル大学マーティン・コヴァーシュ副
学長、立命館大学吉田美喜夫学長、立命館
アジア太平洋大学是永駿学長が協定書に署
名しました。
吉田学長は、「この協定締結がこれから 3

大学のますますの発展と交流促進および協
力につながることを期待します。」と述べま
した。
その後行われた懇談では、本学の海外プ

ログラムについて意見交換し、協力協定に
続いて学生交流協定を締結することを確認

しました。

北 泰行・総合科学技術研究機構教授が
E.C.Taylorシニア国際賞を受賞
　本賞は1968年米国で設立され、2年に一

度国際会議で傑出した複素環化学者に対し

て授与されるもので、本年9月7日にドイ

ツ・レーゲンスブルグで講演と授賞式が行

われました。

北教授は、複素環を含有するディスコハ

ブディンA、フレデリカマイシンA等の複雑

な生物活性天然物の最初の全合成を達成し、

また金属を用いずヨウ素反応剤で複素環化

合物のクロスカップリング反応を可能とす

る画期的な方法を確立しました。日本人で

は14年ぶり3人目の受賞者となります。

北教授は「受賞決定の知らせを頂いた時は

大変驚き、これ迄長い間取り組んできた研究

が認められた事は、この上なく光栄なことと

思っております」とコメントしています。

陸上競技短距離走のスタート合図の 
タイミングと反応時間の関係を 
大塚光雄・スポーツ健康科学部助教が発見
陸上競技短距離走で、スタート合図のタ

イミングがスプリンターの多関節反応時間

に影響を与えることを、大塚光雄・スポー

ツ健康科学部助教が明らかにしました。陸

上短距離走のスタート合図である「セット」

（よーいドン、でいう「よーい」）の掛け声か

らピストル音が鳴るまでの時間が長い方が、

選手の反応時間が短くなるとのこと。 現在

のルールでは、ピストル音のタイミングは

スターターによって異なりますが、選手が

良いタイムを出すためには、選手がフライ

ングしてしまわない程度に、スターターが

ピストル音のタイミングを長くすると良い

と考えられます。

湊 宣明・テクノロジー・マネジメント 
研究科教授が日本経営システム学会
より学会賞を授与　
テクノロジー・マネジメント研究科の湊 

宣明教授が、2016年度日本経営システム学

会の学会賞を受賞しました。本学会賞は、経

営システムの基礎および応用研究に顕著な

業績をあげた者に授与されます。

本研究において湊教授は、企業不祥事発生

後の業績悪化に特定のパターンがあること

に着目しました。システムダイナミクスと呼

ばれるモデリング技法を用いて、企業と市場

との関係性をモデル

化してシミュレー

ションを実行した結

果、迅速な事後対応

による短期的な業績

改善が、時間の遅れ

を伴ってより大きな

業績悪化を引き起こ

している可能性を示

しました。

小笠原宏・理工学部教授らが 
南アフリカ金鉱山の大深度からの 
地震掘削調査を開始

6月1日より、小笠原宏・理工学部教授が

筆頭となり、南アフリカ金鉱山の地下3km

の坑道などの付近で起きる微小～中規模の

地震の震源断層を直接調査する計画の、科

学掘削が始まりました。本計画は、国際陸上

科学掘削計画に採択された日本主導のプロ

ジェクトとしては4例目で、計画参加者は9

カ国42名の研究者と数十名の鉱山関係者に

及びます。

南アフリカ金鉱山の採掘は非常に深いた

め、掘り残された岩盤に大きなひずみが生

じ、地震が頻発します。これらの地震は坑道

近くで発生したため、その破壊開始点や停止

新理事長に森島朋三が就任

7 月 21 日の理事会において理事長の任を拝命いたしま

した。就任にあたり、校友の皆さまにご挨拶申し上げます。

立命館は今日、北海道、滋賀、京都、大阪、大分にキャ

ンパスを有し、２大学、４附属校、１附属小学校、学生・

生徒・児童数約５万人を擁する、 個性と国際性の豊かな

総合学園となりました。

立命館の使命は「立命館憲章」に示しているように、人

類が直面している諸問題の解明と世界と日本が必要として

いる人材の育成です。それらの課題にどう応え得るかという

ことに、立命館の存在意義があります。これまで総務部長・

常務理事・専務理事として務めてまいりましたが、今後は

理事長として、 立命館がその使命を果たせるよう、 大学・

学園のさらなる発展に向け、力を尽くす所存でございます。

「グローバル化」と「ダイバーシティ（多様性）」におい

て先進的といわれる大学を目指し、「知のイノベーション」

を起こしていきたい、それが私の想いです。

イノベーションにつながるアイデアは、「既存の知と、別の

既存の知の新しい組み合わせ」によって生まれると、経営

学の泰斗ジョセフ・シュンペーターは示しましたが、「学際」

「学融」「産学官」「地学連携」という発想に基づいて、この

間立命館が行ってきた改革は、まさにそれを体現したもの

でした。いまや世界は混沌とした様相を呈し、正解やあた

りまえがない時代を迎えました。「従来の常識にとらわれず

取り組 み、 新たな 常 識をも創 造 する」、 それ が 立 命 館 の

建 学 の 精 神 「自由と清 新」を現 代 に引き継ぐ、 イノベー

ティブな取り組みの根幹になると考えています。また、私学

立命館には多様な才能が集まっています。 多様性は創造

性の源です。多様な学生・教職員が混ざりあう環境をこれ

まで以上に整え、新たな価値、そして新しい熱を生み出す

ことのできる人材を育ててまいります。

立命館にとってのブランドは学生・生徒・児童、そして

校友の皆さまであり、教職員の営為です。ブランディングは、

とりもなおさず、教育研究の質向上であるということに尽きる

と思います。

世界各国の大学をみましても、突き抜けた大学には必ず

と言ってよいほど、素晴らしい校友会があります。立命館は、

すでに 35 万名を有する心強い校友会の高い志と熱い心に

よって支えられています。村上健治会長がお話くださる「大

学と校友会は車の両輪である」というお言葉にいつも励ま

されています。校友である私は、理事長として、立命館大学

校友会の存在の重要性を学生・教職員に伝えていく役割

も担っていると思っています。

私自身、立命館に育てていただきました。若輩でござい

ます が、 校 友 の 皆さまに母 校・ 立 命 館 の 発 展をこれまで

以上に喜んでいただけるよう、誠心誠意つとめてまいります。

倍旧のご支援をお願い申し上げます。

学 園 か ら の お 知 ら せ

森島朋三 Tomomi Morishima

生 年 月 日：1961年2月8日

学 　 　 歴：立命館大学産業社会学部卒業

主 な 職 歴：1994年4月〜1996年3月	
	 1996年4月		
	 1996年4月〜2004年3月	
	 	
	 2001年4月〜2004年3月

主な役職歴：2004年4月〜2004年9月　	
	 2004年10月〜2005年2月	　	
	 2004年10月〜2005年2月	　	
	 2005年3月〜2008年2月　	
	 2007年2月〜2013年3月　	
	 2013年3月〜2017年7月　	
	 2017年7月〜　　　　　　　	

京都・大学センター	
学校法人立命館事務職員（現在に至る）	
京都・大学センター　出向	

財団法人大学コンソーシアム京都事務局長

総務部次長	
企画部次長（兼務）	
中等教育部立命館小学校設置準備事務室事務長（兼務）	
総務部長	
常務理事（総務担当）	
専務理事	
理事長

 〈 Profile 〉

（1998年4月より財団法人大学コンソーシアム京都へ組織変更）

鈴木大地スポーツ庁長官（中央）

マーティン・コヴァーシュ副学長（左）、吉田美喜夫学長
（中央）、是永駿学長（右）
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域、余震域などの十数カ所を本計画で掘り抜

き、何が個々の地震や地震群の活動を支配し

ていたかを明らかにできます。

イリノイ・カレッジとの交流30周年
記念式典を開催

6月6日、衣笠キャンパスでイリノイ・カ

レッジ（米国）と立命館大学との30周年交

流記念式典が行われ、両大学関係者とホスト

ファミリーなど約70名が出席しました。イ

リノイ・カレッジと本学との交流は1987年

に始まり、この30年間で750名以上の学生・

教職員が異文化交流プログラムに参加して

います。

祝賀パーティーでは、1994年に留学した

卒業生によるスピーチが行われ、イリノイ・

カレッジのファーリー学長が涙する場面も

あり、会場は感動的で和やかな雰囲気に包ま

れました。

平井慎一・理工学部教授、王 忠奎・理工学部
助教が国際食品工業展アカデミックプラザで
AP賞 グランプリを受賞
平井慎一・理工学部教授、王 忠奎・理工

学部助教が「FOOMA JAPAN（国際食品工

業展）」で開催されたポスターセッションで

「食品材料ハンドリング用ソフトロボット

ハンド」の研究発表を行い、FOOMA AP（ア

カデミックプラザ）賞のグランプリを受賞

しました。

食品産業では、食材のパッキングの多くを

人手に頼っているため自動化が望まれ、さら

に価格競争力も求められています。

本研究では、柔軟な材料を導入した数種類

のハンドを用いることにより、様々な食材の

ハンドリングと弁当箱へのパッキングを実

現することを目的としています。今回の発表

では、プリンタブルハンドとパッシブハンド

が紹介され、66機関のポスターセッション

の中からグランプリを獲得しました。

平井嘉一郎記念図書館 
「ILOコーナー」開設式および 
記念講演会を開催
本学は昨年、国際労働機関（ILO）駐日事務

所から ILO関連資料約4,000点の寄贈を受

け、ILO関連公文書を西日本で所蔵する唯一

の機関となりました。これらの資料を広く一

般市民や学生に公開するために整備作業を

進め、平井嘉一郎記念図書館内に「ILOコー

ナー」を開設しました。6月23日、その開設

を記念して式典が開催されました。

式典では、吉田美喜夫学長から田口晶子

ILO駐日代表に感謝状が贈呈され、その後講

演会と座談会が行われました。田口氏は以

前、本学大学院公務研究科で教鞭をとられて

おり、「国内外で『働く』ということに関心が

集まっている今、ILOの歴史のある諸資料が

自分の以前在職していた立命館大学で活用

してもらえることを非常にうれしく思う」と

気持ちを述べられました。

松村浩由・生命科学部教授 
薬が効きにくくなった 
耐性菌MRSAに効く薬を開発
松村浩由・生命科学部教授は、大阪大学大

学院工学研究科の藤田純三博士後期課程3

年生と、アメリカラトガース大学のDaniel 

S. Pilch 准教授らとともに、薬が効きにくく

なった耐性菌MRSAに効く薬を開発し、オン

ライン総合科学誌「ACS Chemical Biology」

に掲載されました。

MRSAは、薬（抗生物質）を使いすぎた結

果生まれた、薬が効きにくくなった耐性菌

です。

この研究でMRSAの耐性化の仕組みと

その対策が明らかになったことから、今後、

MRSA感染症に対する効果的な薬が開発さ

れることが期待されます。

【日本初】学校法人立命館と 
ル・コルドン・ブルーが 
共同プログラム実施のための 
教学提携協定を締結

7月20日、学校法人立命館とル・コルドン・

ブルー・インターナショナルBVは、教学提

携に関する協定を締結しました。国内の高等

教育機関とル・コルドン・ブルーによる本格

的な協定締結は日本初となります。

本協定により、2018年4月に立命館大学

びわこ・くさつキャンパスに開設する「食マ

ネジメント学部」において、国際的に通用す

る修了資格を取得できる講義と実習を組み

合わせた実践的な共同プログラムを展開し

ます。

プログラムでは、フードビジネス、ホテル

業界における経営やマーケティング、ル・コ

ルドン・ブルー講師陣による調理技術や料理

知識についての講義と実習、ホスピタリティ

産業界の企業視察や長期インターンシップ

などが予定されています。

吉田美喜夫総長（左）とシャルル・コアントロ  ル・コル
ドン・ブルー・インターナショナルアジア代表（右）

ホストファミリーとの再会の様子
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は中田敦子選手（産社3）が選ばれました。

　　 男子陸上競技部　　　　　　　　　  

「第49回全日本大学駅伝対校選手権
大会／関西学連選考会」を２位で突破

6月18日、「第49回全日本大学駅伝対校

選手権大会／関西学連選考会」が、京都市西

京極総合運動公園陸上競技場で開催されまし

た。男子陸上競技部は総合成績4時間05分

08秒10で2位となり、見事全国大会への出

場権を獲得しました（17大会連続29回目）。

それぞれ、全国ネットでTV中継もされます。

是非ご注目ください。

◦10月9日 
　第29回出雲全日本大学選抜駅伝競走

◦11月5日 
　第49回 秩父宮賜杯  
　全日本大学駅伝対校選手権大会

　　 アメリカンフットボール部　　　　　

小学生の登校を見守り
～草津市立南笠東小学校 
スクールガード活動へ参加～

6月21日、アメリカンフットボール部員が、

草津市立南笠東小学校のスクールガード活動

（学校安全ボランティア）に参加し、通学路の

交差点で、地域のみなさまといっしょに子ども

たちの登校を見守りました。

通学路の交差点に立った学生たちの大きな

声の挨拶に、子どもたちからも元気いっぱい

　　 軟式野球部     　　　　　　　  　　　

2年連続全日本大学軟式野球選手権 
大会出場決定

5月26日、「2017年度関西六大学学生軟

式野球連盟春季リーグ戦」の最終戦において、

関西学院大学と対戦し2対1で勝利し、通算9

勝1敗という成績を収め、見事2年連続のリー

グ優勝を飾り「第40回全日本大学軟式野球選

手権大会」への出場を決めました。 

投手の青島輝尚選手（経営3）は、最優秀選

手、最優秀防御率、最多奪三振、ベストナイン

の四冠を達成。外野手の桑垣凌哉選手（経済

3）もベストナインに選ばれました。

　　 男子・女子陸上競技部　　　　　 　  

「陸上競技部創部90周年記念式典」を開催
5月28日、グランドプリンスホテル京都にお

いて、「陸上競技部創部90周年記念式典」が

行われました。

陸上競技部は、今年度で男子が創部90周

年、女子が25周年を迎えました。陸上競技部

OBOG会の渡邊裕会長は「東京オリンピックそ

して100周年に向かって大きく飛躍するために

一丸となり取り組もう」と決意を新たにしました。

　　 女子バスケットボール部　　　　　　 

西日本学生バスケットボール選手権で準優勝
6月5～11日、「第66回西日本学生バスケッ

トボール選手権大会」がエディオンアリーナ大

阪（大阪府立体育館）で行われ、女子バスケッ

トボール部が準優勝に輝きました。今大会の敢

闘賞には森紗彩選手（国関4）、優秀選手賞に

の挨拶が返されました。主将の近江克仁さん

（経済4）は、「部として初めての取り組みで

はあるが、継続できるようにがんばりたい」と

力強く抱負を述べていました。

　　 射撃部　                    　　　　　 

「第28回西日本学生スポーツ 
射撃選手権大会および第25回西日本
女子学生スポーツ射撃選手権大会」で
個人・団体ともに上位入賞　

6月22～25日、長崎県小江原射撃場で開催

された「第28回西日本学生スポーツ射撃選手権

大会および第25回西日本女子学生スポーツ射

撃選手権大会」において、堀部咲穂選手（国関3）

が、50m3×20W（射距離：50m、 伏射：20発、

立射：20発、膝射：20発）で優勝したほか、藤間

誼希選手（法3）が、50mP60M（射距離：50m、

伏射：60発）で準優勝を果たすなど、活躍をみ

せました。そのほかにも、団体の部で男女ともに

3位に入賞するなど上位の成績を収めました。

　　 男子・女子陸上競技部　                    

日本陸上競技選手権大会　 
出場選手が健闘

6月23～25日に、「第101回 日本陸上

競技選手権大会兼ロンドン世界陸上代表選考

会」が大阪市のヤンマースタジアム長居で開

催され、本学男子・女子陸上競技部から部員や

OB・OGが複数名出場し健闘しました。

男子は、三段跳で関西インカレチャンピ

オンである原田睦希選手（スポ健3）が、

16m27のビッグジャンプを見せ、優勝まであ

と2cmに迫り準優勝を遂げました。この記録

は、本年度日本2位、関西学生新記録、立命

館新記録です。また、女子では、王子田萌選手

（スポ健研2）が400ｍHにおいて3位入賞

を果たすなど活躍を見せました。

SPORTS スポーツ
問い合わせ先：スポーツ強化センター
077-561-3977

月間陸上競技提供原田選手（左）と王子田選手（右）



立命館大学

学生の活躍
http://www.ritsumei.ac.jp/sports-culture/

29OCTOBER 201728 OCTOBER 2017

　　 男子バスケットボール部　　　　　　

草津養護学校と交流
～滋賀県「平成29年度パラスポーツ
チャレンジプロジェクト」～

6月24日、男子バスケットボール部が滋賀

県立草津養護学校バスケットボールチームを

びわこ・くさつキャンパスに招き、交流を行い

ました。

部員によるドリブル練習やシュート練習など

の実技指導のほか、合同ゲームを行い、養護

学校生徒のゴールが決まると、全員で喜びを

分かちあいました。

「社会に貢献できる人材づくり」を部の理念

として掲げる男子バスケットボール部は、今後

もこのような活動を積極的に続けていきたいと

意気込んでいます。

　　 水泳部（水球部門）                                 

関西学生リーグ  12連覇達成
6月24日から約1ヶ月にわたり開催された

「平成29年度関西学生水球選手権」で水泳

部の水球部門が優勝を果たし、12連覇を達成

しました。

MVPに、澤聖人選手（経済3）、ベスト13

には、山村亮博選手（経営4）、勝又涼平選手

（情理3）、山本凌也選手（情理3）、山本光

選手（経済2）が選ばれました。  

　　 男子・女子ホッケー部                 　

全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦
男子ホッケー部 3年ぶり6回目の優勝、
女子は準優勝

7月2日、埼玉県の阿須運動公園ホッケー

場にて「第36回全日本大学ホッケー王座決

定戦・東西交流戦」の男子の決勝戦が行われ、

男子ホッケー部が天理大学を下し、3年ぶり6

回目の優勝を飾りました。

男子は、全日本代表にも選出されている渡

辺晃大選手（経営3）の得点で前半を1対 0

で折り返すと、後半にも加藤凌聖選手（経営

2）、大堀洋輝選手（法 4）が得点を挙げ、3対

0で勝利。昨年、天理大学に決勝で敗れ準優

勝に終わった雪辱を果たしました。

　　 水泳部                                  　    

「第17回世界選手権大会」の飛込に
本学学生が出場

7月15～22日にハンガリーで開催された

「第17回世界選手権大会」に水泳部の佐々木

那奈選手（経営１）が出場しました。佐々木選手

が出場したのは飛込競技の高飛込とシンクロ高

です。惜しくも入賞とはなりませんでしたが、今

後につながる活躍を見せました。

CULTURE/ART 文化・芸術
問い合わせ先：学生オフィス
075-465-8167

　　 ロボット技術研究会　　　　　　　                  

3年ぶりに
「NHK学生ロボコン2017」に出場

6月11日、立命館大学ロボット技術研究会

（以下、RRST）が、大田区総合体育館で開催

された「NHK学生ロボコン2017」に2014年

以来3年ぶりに出場を果たしました。この大会

は、全国の大学・高等専門学校から書類やビデ

オ審査等をパスした24校が代表として選ばれ、

自作のロボットで、最長3分間の対決を繰り広

げます。RRSTは惜しくも1回戦突破ならずで

したが、日ごろの活動の集大成を披露しました。

　　 混声合唱団メディックス  　　　　　    

立命館大学混声合唱団メディックス
「2017年サマーコンサート ～挑躍～」
を開催

6月25日、衣笠キャンパス以学館1号ホー

ルにおいて混声合唱団メディックスが「2017年

サマーコンサート ～挑躍～」を開催しました。

上回生が古くから伝わる逸話や民謡を元にし

た3曲を披露したほか、新入生が新鮮な歌声を

響かせました。当日は、学生や地域の方々など

200名以上が来場し、盛り上がりを見せました。

阪神・淡路大震災で被災した子どもの心

のケアを目的に、1997年に結成されたロビ

ンフッド。衣笠キャンパスの学生を中心に約

90名が所属しています。この10年間は、主

に京都市内の児童館での活動と夏のキャン

プに取り組んでいます。

現在、約10の児童館と提携して放課後や

週末に部員が児童館を訪れ、鬼ごっこやドッ

ジボールなどの遊びや宿題のサポートをし

て時間を過ごしています。また、夏はオート

キャンプ場で2泊3日のキャンプを行いま

す。このキャンプは企画・広報・運営などす

べてをロビンフッドが担います。キャンプの

参加対象は小学校3年生以上で、京都市内

の複数の児童館から子どもたちが集まりま

す。ウォークラリーやキャンプファイヤー、工

作、食事作りなどさまざまな体験や参加者同

士の交流を通じて、子どもたちに最高の思

い出を持ち帰ってもらうことが目標です。そ

のために、会場探しなど含め、約半年前から

準備をします。もちろん、安全管理も重要に

なるので、看護師の方を招いて衛生管理に

関する勉強をしたり、十分な下見をして危険

箇所を確認したり、リハーサルキャンプなど

も実施しています。参加した子どもたちから

は「来年もまた絶対参加したい」という嬉し

い感想が寄せられています。

ロビンフッドで活動しているのは、産業社

会学部の子ども社会専攻の学生や教職課程

を履修している学生など教員志望の部員が

多いそうですが、純粋に子どもとの交流が好

き！  という部員もたくさんいます。

代表の今枝祐斗さん（産社3）は、「今後、

児童館との提携数を増やして、もっと多くの

子どもたちと触れ合いたい」と語ります。ま

た、夏だけでなく、冬のスキー教室なども検

討中です。

子どもたちの笑顔を増やしたい！

練習するメンバー　　

夏のキャンプの様子

関西インカレにて

児童館での活動の様子

日本で初めて全日本学生サイクルサッ

カー選手権大会が実施されたのは1969年

のこと。1974年には第7回大会が本学で開

催され、1984年の第17回大会では立命館

チームが優勝を収めました。しかし、十数年

前から練習場所の確保困難や部員不足など

を理由に部は活動休止状態になっていまし

た。そこに、本学で学生時代にサイクルサッ

カーをしていた父の影響でサイクルサッ

カーに魅せられ、大学ではサイクルサッカー

部に入りたいという思いを持っていた清水

厚行さん（理工4）が入学してきて、部の実状

を知り、奮起してその再建に取り組んだ結

果、2013年に自転車競技部のサイクルサッ

カー部門として活動が再開しました。

サイクルサッカーは、1チーム2人制の室

内競技。ピストバイクという、ギアが固定さ

れているブレーキがない自転車で、360度回

転するハンドルを使い鋭いシュートを打っ

たり、素早いターンをしたりします。競技時

間は７分ハーフの合計14分。ルールはサッ

カーとほぼ同じですが、足をペダルから離す

と反則となる競技です。

当初4名ではじめた練習は初心者ばかり

で指導者もおらず難航。しかし、清水さんの

父やその仲間の方々の協力を得て根気よく

練習を続け、ついには今年の6月に開催され

た「関西学生室内自転車競技選手権大会(通

称 関西インカレ)」において、清水さんと那

須誉之さん(経済3)のペアが見事3位入賞を

収めました。「戦績を上げていくことはもちろ

んですが、多くの人にサイクルサッカーにつ

いて知ってもらい、競技人口を増やしたいで

す！」と清水さん。今後の活躍にも目が離せ

ません！

自転車競技部  サイクルサッカー部門

父の思いを胸に !  再スタートを切って関西インカレ 3 位入賞！

01

ロビンフッド02

Club　Circle
クラブ・サークル等 学生団体の紹介

入試対策と入試のポイントが一気にわかる!

●「立命館大学英語対策講座」  
　11月、全国32地域で開催

●「物理・化学センター W対策講座」  
　11月、富山・金沢・名古屋で開催

●「センター試験・立命館大学英語ダブル対策講座」
  12月、全国15地域で開催 

●複数科目に対応した対策講座 ! 
  「入試対策ファイナルセミナー」
  12月、東京・名古屋・大阪で開催

〈 入学センターからのお知らせ 〉

全国各地で受験生向けイベントを開催

立命館大学入学センターでは、全国各地で受験生・高校生・保護者のみな
さまを対象とした入試対策イベントを開催します。入試の特長や出願の注意
点などをわかりやすく紹介する入試説明会や、立命館大学入試の英語とセン
ター試験英語がダブルで対策できる講座など、受験に役立つ情報が盛りだく
さんのイベントです。参加者には、一般入学試験要項をプレゼント !!　いず
れも予約不要・入場無料です。詳細は、「立命館大学入試情報サイト」をご
確認ください。

■ お問い合わせ先 （平日9時～ 17時30分まで）
入学センター TEL：075-465-8351 立命館大学   入試

立命スポーツ編集局提供



校友消息（判明分）

山下伸二氏（’78経済）
福岡ひびき信用金庫  専務理事

杉本卓士氏（’83法）
岡藤商事株式会社  代表取締役

仲川げん氏（’98経済）
奈良市長（3期目）

訃報

西山徳男氏（’58法）
愛知県校友会元副会長

就任

B O O K S（寄贈図書）

◆石井達夫氏（’61 法）著
『老人の独白・臨終・磔台に火を』
 ブイツーソリューション　1,000 円＋税

◆小林竜太郎氏（’00 文）著
『長野のまちと映画館  120年とその未来』
 光竜堂　1,000 円＋税

校友会へご寄贈くださいました本の中から一部を紹介させていただいております。

いつも、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。校友会事務局では、より充実

した会報をみなさまにお届けするため、アンケートを

実施しています。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ので、ふるってご応募

ください。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。

❶ 携帯電話、
 スマートフォンで
 簡単アクセス！

❷ 校友会ホームページ トップの
 バナーをクリックしてアクセス！

アンケート回答方法

アンケートにお答えいただいた方に抽選でプレゼントをお贈りします！

アンケートで
いただいたお声
(抜粋)

みなさまのお声が励みに
なります!

ありがとうございます。

20 代（滋賀県）

この会報誌が手元に来ることをいつも楽しみにし
てます。卒業生が活躍する姿は本当に励みになる
とともに、こういった学校に在学できたことを誇
りに思います。

50 代（長崎県）

海外で活躍する後輩の様子に
勇気づけられる。

BOOKS FOR BOOKS～立命館の本活～申込書
1 . 本申込書記入者（以下、私）は、私が所有する書籍等を株式会社バリューブックスに引
き渡し、その売却代金を学校法人立命館が受領することをもって、私からの寄付とす
るものであることを確認します（現物寄付ではありません）。

2. 私は、株式会社バリューブックスおよび学校法人立命館に対し、理由を問わず、本件
書籍等の返還、および買取相当額の支払いを請求いたしません。

3. 私は、株式会社バリューブックスと学校法人立命館が、本申込書に記載された氏名等
の個人情報を本プロジェクトならびに学校法人立命館の活動目的にのみ使用すること
を了承します。

学校法人立命館 理事長 森島朋三殿
学校法人立命館の設置する学校の教育および研究の充実のために本物品の売却代金を寄付します。

（〒　　　　-　　　　　　）

買取価格　　　　　　　　　　　　円 団体ID
98事務局記載欄

□案内等を希望しない今後、本学の各種行事等のご案内を差し上げる場合がございます。
希望されない方は右記にチェックをしてください。

立命館学園の図書充実のため

　日）（月）（ 年）（西暦生年月日

お名前

フリガナ

ご記入日 送付段ボール箱数

ご住所

電話番号

寄付目的

本学との関係（任意）

E-mail

□ 卒業生　卒業 西暦（　　　　）年　卒業校・学部（　　　　　　　　　　　）
□ 教職員　□ 元教職員　□ 在校生父母・卒業生父母
お子様の在籍校・卒業校（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  ）   

年　 　 月　　  日 箱

＠

<

キ
リ
ト
リ>

<キリトリ>

INFORMATION

飛込選手の馬淵優佳さんが瀬戸大也さんと結婚されたニュースは、水
泳界のビッグカップル誕生と大きな話題になりました。私も美しい馬淵
選手が大好きでとてもうれしかったのですが、彼女がまさか立命館大
学の卒業生だったとは思いもよらず、喜びが2倍・3倍になりました。
今、立命の校友はさまざまな分野で大活躍しています。「会報りつめ
い」の表紙を飾る「輝くひと」や「RITSUMEI INTERVIEW」の人選
が難しいくらいになりました。京都市の門川大作市長も京都府の山下
晃正副知事も立命の校友です。被災地のボランティア学生の活動が
報道されると、そこにはいつも立命館大学の学生たちがいます。「輝
くひと」たちに励まされ、元気をもらっている校友は私のほかに
もたくさんおられると思います。「会報りつめい」がますます
輝きますように！！　（加藤美佐子）

大学を卒業して30数年が経った。同窓生のうち、仲が良かった
メンバー数人で年 2回のペースで食事会を継続している。食べ
放題・飲み放題のメニューは変わらないが、かつての高校生顔
負けの食欲はもはや見られない。子育ての悩みだったり、仕事
上の人間関係だったり、そのほかたわいもない話題で時間をす
ごす。近年は、自分たちの体調に関わる話題が増えてきたのは
仕方がないのだが…。先日、別のグループと合同で食事会をし
た。こちらの方は、それこそ30年ぶりの友人もいて、変貌ぶりに
驚いたりした。かつてと変わらぬしゃべり方や、懐かしい話題に

しばし学生時代にタイムスリップ。気の置けない連中との
会話の時間は、心の栄養です。（あ）

今、大学の質の保証をどうするかが問われている。その
ための手段として、産学連携は極めて有効である。企業
ニーズと教員の研究シーズとをマッチングさせ、成果を創出し、
社会貢献することは重要である。一方で、その成果をいかに学生の
学びと成長に還元させることができるかが、大学の質の保証を大き
く左右する。学生が企業との産学連携活動に主体的に関わり、ま
た、研究交流先へのインターンシップなどに積極的に参加すること
で、複眼的思考力や政策立案能力を醸成する。このような連携活動
を通じて実践力を磨いた学生を社会に数多く送り出すことこそ、真の
大学の質の充実につながると考える。産学連携の「学」は学生の「学」
でもあり、そして今も昔も“産学連携は人なり”である。（N）

関西から東京へ出張する際の新幹線では、必ず二人席
の窓側に座ります。静岡駅を越えてトンネルを3つ抜けると

富士川です。ここからの富士山の眺めが魅力です。この風景は
何度見てもあきることがありません。仕事の前の緊張感の中でも、な
ぜかホッとします。夏休みに入ると、小さな子どもが気付いて、「あっ、
富士山！」と叫ぶと、不思議と車内がなごやかな雰囲気に変わるのが
わかります。富士山は古くは平安時代から描かれていたようですし、
生涯富士山だけを描き続けた画家や、先日は富士山だけを50年近く
撮り続けている写真家が紹介されていました。日本人にとってはやは
り神聖なところだと感じます。晩秋から春まではより美しく見えるので、
これからの東京出張がさらに楽しみです。（西村仁）

編集室から

●ISBN のない本

●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

※上記の本が混入していても、費用の負担などは
　生じません。

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本であっても、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
込みに際しては、その点をご理解くださいますようお願い申し上げます。

お申込みに関してのご注意

お問合せ先 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）

2013年4月から2017年7月 末 まで に3,994名の方々から203,151冊
の本をお送りいただきました。誠にありがとうございます。
引き続き、校友のみなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

詳しくは　　WEB をご覧ください。

～立命館の本活～

ISBN
見本

　  どのような仕組みですか？ 　  以下の本は取り扱えませんので
 ご了承ください。

古本を送付 古本の集荷・
仕分け・買い取り

図書充実の
ための費用へ

株式会社
バリューブックス

※提携企業

校友の
みなさま

   手続きの方法は？ 
①書籍を段ボール箱に入れる。
②電話（バリューブックス       0120-826-292）かWEBで集荷を依頼する。
※お電話の場合は右の「申込書」をキリトリ線に沿って切り取り、
 必要事項をご記入のうえ段ボール箱に入れてください。
※５冊以上であれば送料は無料です。

常
設
展・
特
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展

校
友
招
待
券

有
効
期
間

20
17
年
12
月
23
日（
土
）ま
で

（
校
友
1名
様
入
館
無
料
）

校
友
会
報「
り
つ
め
い
」

No
. 2
70立

命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

特別展 開館25周年記念　秋季特別展

第 111 回 ミニ企画展示

立命館大学国際平和ミュージアム企画展のご案内

月曜日（ただし、10/9・23は開館）、10/10（火）、11/4（土）、11/24（金）、
12/24（日）～1/4（木）は冬期休館

休館日

9：30～ 16：30（入館は 16：00まで）
開館時間

一般400円（350円）／中・高生300円（250円）／小学生200円（150円）
（　）は20名以上の団体料金／障害者手帳等をお持ちの方および介護者1名まで無料
11/18（土）・19（日）は「関西文化の日」のため無料公開
※特別展「世界報道写真展」期間中は、一般観覧料のみ500円になります。
　（団体料金適用はありません）

観 覧 料

世界報道写真財団（本部：オランダ）が毎年開催してい
る「世界報道写真コンテスト」入賞作品約150点で構成
する世界規模の写真展
で、今年で60回目を迎
えます。

沖縄戦やアメリカ軍基地問題などのテーマで出身地
沖縄を描く儀間比呂志氏（1923-2017）の版画作品
を展示します。住民視点を重視し、力強い線で描か
れた作品は、私たちに多くのことを訴えます。

儀間比呂志版画展  ―沖縄への思い―世界報道写真展2017
―WORLD PRESS PHOTO 17―

「沖縄のさけび　蛇皮線」1960年頃

第11回立命館附属校平和教育実践展示
10月8日（日）―12月16日（土）

第 111 回
ミニ企画展示

※常設展示（地階･2階）は、上記展示期間以外でも見学することができます。

びわこ・くさつキャンパス
国際平和ミュージアム

特別展

世界報道写真展 2017―WORLD PRESS PHOTO 17―
9月21日（木）―10月1日（日）
10月3日（火）―10月27日（金）

前期

後期

開館25周年
記念

秋季特別展

●前後期で一部展示替えがあります。

人々の部  単写真1位  
マグナス・ウェンマン

イスラム国（IS）の恐怖と食糧難
によってやむなく郷里を去るこ
とになった5歳の子ども。「私には
夢がない。もう何も怖いものはな
い」と、静かに言う。

立命館の附属校5校が順番に、各校で行っている平和教育
の成果を展示します。

第11回立命館附属校平和教育実践展示

フォトジャーナリスト川畑嘉文講演会
日時：10/5（木）18：00～ 19：30
場所：衣笠キャンパス内
竹中真ジャズピアノコンサート
日時：10/14（土）14：00～ 15：30
場所：国際平和ミュージアム 1階ロビー

関連企画

関連企画

申込不要・
無料

三線演奏「南洋諸島で響いた三線の音」（仮）
日時：11/3（金・祝）14:00 ～　
場所：国際平和ミュージアム 1階ロビー
演者：栗山新也氏  
 日本学術振興会特別研究員（国際日本文化研究センター所属）
※他に関連講演会を予定しています。イベントの詳細はホームページをご覧ください。

儀間比呂志版画展―沖縄への思い―
11月1日（水）―11月26日（日）
11月28日（火）―12月23日（祝・土）
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