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わあっと声を上げた
り、くすっと笑ったり

、 

わくわくしたり、どき
どきしたり、 

ほっとしたり、涙し
たり……。

「人々の心をぎゅっ
とつかみ、 

いろんな感情が溢
れ出てくるような、 

面白いものをつくり
たい―」

映像の世界で奮闘
する 

校友に話を聞いた
。

『面白い』を
つくる

文：高原珠美    撮
影：西槇太一

▶▶▶ 巻頭特集 ▶▶
▶

アンケートにご協力いた
だいた方に抽選でプレゼ
ントをお贈りします！

Present

輝 く ひ と
105

きっかけは、全て立命館に
1994年の学園祭で「笑いの宴」に参加した八木真澄さんと高橋茂雄
さん。吉本興業の若手芸人と立命館大学の学生が笑いで共演するとい
う企画で、漫才を披露。衣笠キャンパスの以学館1号ホールを笑いの
渦に巻き込んだ。それを見ていた千原ジュニアさんが2人に声を掛けた。
「吉本に入ったらいいねん」
1980年代、吉本興業の「心斎橋筋2丁目劇場」で活躍していた若
手芸人が関西を中心に人気を博していた。「2丁目劇場のトップだっ
たジュニアさんにそう言われて、すっかりその気になりました」と高橋
さんが当時を振り返る。2丁目劇場でのオーディションを経て、2人
は在学中にプロデビューを果たす。
八木さんと高橋さんの出会いは立命館高等学校時代。柔道部の先
輩と後輩という関係だった。八木さんが立命館大学に入学して間も
ない高橋さんに「遊びで漫才をやろう」と誘ったのが事の始まり。「あ
んな風にキャーキャー言われたい」とお笑いに興味を持った八木さん
と、根っからのお笑い好きの高橋さんが、ネタを作り、当時、若者のた
まり場だった京都市内の公園で漫才を続けたところ、いつしか100人
を超える観客が集まるようになっていた。
今年で結成24年。「芸人には明確なゴールがない」と八木さんが
芸事を生業にする難しさを吐露する。「定年もないし、上を見ても下
を見てもキリがない。成功や失敗は自分で決める世界だと思います」
芸人が天職でありたいと願う高橋さんも「いかに継続して、求められ
る人材になるかが大事だと思っています」と話す。
テレビ局のプロデューサーなど、仕事で校友と関わることも少なく
ないと2人はいう。「『立命館』というキーワードで一気に距離を縮め
ることができて、そこに安心感が生まれます。この道につながる全て
が立命館にあって、今も助けられている。立命館で本当によかったな
と思います」

　文：高原珠美　撮影：宅間國博
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　『面白い』をつくる

※掲載内容は全て、2018 年 5 月時点のものです。
デザイン・ディライツ広告事務所
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■ PROFILE
NSC（吉本総合芸能学院）に通わず、在学中にデビューし
たお笑い芸人コンビ。1994年結成、1995年プロデビュー。
1997年｢ABCお笑い新人グランプリ｣第18回優秀新人賞、
2009年｢BGO上方笑演芸大賞｣第4回大賞受賞。



生きている証を
刻み込む

ドキュメンタリー映
画『リビング ザ ゲ

ーム』監督

株式会社東京ビデ
オセンター　ディレ

クター　

合津 貴雄さん（’０９文）

巻頭特集 ▶▶▶『面白い』
をつくる

取材協力：株式会社東京ビデオセンター
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全 世界で注目を集めているプロゲーマーの
生き様に迫ったドキュメンタリー映画『リ
ビング ザ ゲーム』。海外で絶賛され、世

界最大のドキュメンタリー映画祭で 20 万人が訪れる
カナディアン国際ドキュメンタリー映画祭や、広州国際
ドキュメンタリー映画祭に正式招待され、日本でも東
京を皮切りに3月から全国各地で上映されている※1。
監督は、テレビ番組制作会社「東京ビデオセンター」
のディレクター、合津貴雄さん。自身にとって初の長編
ドキュメンタリー映画だ。
合津さんが映画に興味を持ったのは、医学部を

目指して浪人していたときのこと。「北野武監督の
『HANA-BI』を観て、これまで普通に生きてきて味
わったことがなかった感情が湧き上がってきて。価値
観を揺るがすものが映画なんだと実感し、自分で映画
を撮りたいと思うようになりました」。大学で映画を学
ぶため文系に転向し、立命館大学文学部人文学科
へ入学。入学後は自主映画製作を目的とした映画部
に入り、映画に明け暮れる生活を送っていた。「生きづ
らさを感じながらも、誰かに告白できるわけでもなく、
淡 と々人生を歩んでいく人たちを描いたフィクション
映画を撮っていました。今思えば、映画のまね事のレ
ベルでしたが、そのころは『まね事ではない』と鼓舞し
ていた日もあれば、自虐気味に『まね事。まね事』と
言って手応えのなさをごまかしていた日もありました」。
卒業後に就職したが、「映画を撮りたい」という気持

ちを抑えることができず、1 年で退職。アルバイトをしな
がら、一般上映を目指し映画部の仲間と2年間で 2
本の映画を撮った。映画館を貸し切り、上映を行った
が、感じたのは自分たちの限界だったという。「大学時
代は自分たちのコミュニティーに収まって、内に向いた
作品ばかりでした。社会に出てメンタリティーを外に向
けてから撮り始めたつもりでしたが、出来上がった作
品からは、小さな世界から抜け出せていないことを、ま
ざまざと見せ付けられました」。
自分の殻を破り、もっと多くの世界を見たいと、合津

さんは映画よりもスピードが速いテレビ番組制作の世
界に27 歳で飛び込む。アシスタントディレクターを経
て、ディレクターとしてのデビュー作は、アニメ映画製作
現場のドキュメンタリーだった。「30分ほどの番組でし
たが、2カ月くらい密着しました。現場の人から『いつま

でいるんだ！』と怒られながらも、へばりつき、見えてきた
ものがありました。それは第一線で活躍する人の働き
方や、ものをつくることに対しての“情熱”と“冷静”の
バランス。それが高い次元で保たれていた。そこで、自
分の映画製作に対する考え方の甘さを痛感しました」。
その後、合津さんは『リビング ザ ゲーム』の主人公とな
るプロゲーマーたちと出会う。「今でこそ『eスポーツ※2』
として世間に知られるようになってきたゲームの世界で
すが、僕が企画したころは、ファンにとってはヒーローで
も、世間では社会のはみ出し者と見なされていた。本
人たちも「ゲームで生きている」と世間に胸を張って言
えない苦悩と葛藤がありました。そこに僕の人生がダ
ブって見えた。そんな彼らがどうやって生きていくのかを
撮りたいと思ったんです」。201 4 年、ドキュメンタリー映
画の国際共同製作企画提案イベント「Tokyo Docs」
への社内公募に合津さんは手を挙げた。企画が採択
され、共同製作するパートナーも決まらないままフライン
グ気味でキックオフ、かつ綱渡りで進められたというが、
日本と台湾の共同製作として201 8 年 3月、『リビング 
ザ ゲーム』の日本上映がスタート。製作に2年、総撮影
時間380時間を88分に凝縮した映画に仕上がった。
しかし、合津さんにとって、この映画の上映が大きな
喜びではなかったという。「『夢が叶った！人生最高！』
となれば良かったのですが、映画を上映することだけ
が自分の目標ではなかったと、今回改めて思いました。
それよりも『面白かった』『分からなかった』など、自分
の作品に対して感想をもらえたことが何よりも大きな喜
びです」。
今後は、着実に面白いものをつくっていきたいと合
津さんは語る。「ディレクターになったのは30歳のころ。
それまで自分は『これで生きている』と胸を張って言え
るものが何もなかった。今は『面白いもの』をつくるこ
とが自分の生きている証。欲を言えば、原点のフィク
ション映画もいつか撮りたい」と合津さん。第一線の
情熱と冷静を持って、確実な一歩を踏み出した。
※1  201 8年5月現在　※2 「エレクトロニック・スポーツ」の略。コン
ピューターゲーム、ビデオゲームで行われる対戦型の競技の名称。

PROFILE
大学時代から自主映画の製作を始め、卒業後に一般の映画館
で作品上映を行う。201 2 年株式会社東京ビデオセンター入社
後、フィクションからノンフィフィクションに活動の場を移し、テレビ
の世界ではNHKを中心に情報番組の制作に携わる。『リビング 
ザ ゲーム』は監督初の長編ドキュメンタリーである。



P3 下、P6-7 撮影協力：東京国際空港ターミナル株式会社、株式会社五藤光学研究所、株式会社NHKエンタープライズ
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映 写機にセットされたフィルムが回り始める
と、止まっていた画がまるで命を得たか
のようにスクリーンに映し出される。

「映像ってすごいな」。一瞬でとりこになった。

映像との出合いをそう語るのは和田慎太郎さん。
幼いころから映写技師に憧れ、高校生のとき、市の施
設などで1 6ミリフィルムの映画を上映するボランティア
に関わった。「市の視聴覚センターには、貴重な映像
資料がたくさんありました。でも、保管状態が良くなく、
ボロボロになっていて。『映像はこうやって簡単に失わ
れていくんだ』と衝撃を受けました」。どうにかして映像
を守れないか―。フィルム映像を復元する方法や映
像のアーカイブについて記述された映像学部の冨田
美香准教授（当時、現・国立映画アーカイブ主任研
究員）の論文を見つけ、冨田先生の下で学びたいと
立命館大学映像学部映像学科に進学を決めた。
和田さんは現在、株式会社NHKエンタープライズ

でプロデューサーとして、放送番組のWEB制作や運
営、プラネタリウムなどの半球形状のスクリーンに映し
出す全天周映像（以下、ドーム映像）の制作に携わ
る。在学中、学芸員実習で仙台市天文台を訪れ、ドー
ム映像に興味を持った和田さんは、入社してからも
「プラネタリウムは面白い」「ドーム映像は面白い」と事
あるごとに上司や同僚に伝えていたという。また、仕事
の傍ら、休日にはプラネタリウムや映像の施設に足繁
く通い、研究会にも参加してドーム映像の研究を進め
ていた。
「ドーム映像は、映画やテレビの映像と全く異なりま
す。特徴は魚眼レンズで撮影したような丸い映像にな
ること、映像にゆがみが生じること。そして、映像が映
し出されるスクリーンが大きいことです。主に放送番組
の制作を得意としてきた当社には、ドーム映像の制作
ノウハウがほとんどありませんでした。これはチャンスと
思い、社内の開発事業として提案をしました」。企画が
通り、満を持して試写に臨んだ和田さんだったが、結
果は大失敗だったという。「当時は制作本部で自然科
学番組のディレクターをしていました。撮りためていた
自然の映像を使ってドーム映像をつくったのですが、
社内試写では、映像酔いで気分は悪くなるし、思った
色は出ていないしで、見るに耐えませんでした。『やっ

ぱり、ドーム映像は専門の会社にお願いしたほうが良
いのでは』という空気になりましたが、僕は諦めません
でした」。和田さんはこの失敗を糧に、さらに研究を進
め、「ドーム映像をつくりたい」と熱意を伝え続けた。
そんな和田さんの元に舞い込んできたのが、羽田
空港国際線旅客ターミナルの「PLANETARIUM 
Starry Cafe」で上映するドーム映像の制作依頼だっ
た。試行錯誤を重ねて完成した作品名は『海と星空
の散歩道』。星空投映とデジタル映像を組み合わせ
た、社内初のプラネタリウムコンテンツだ。「このタイミン
グでなければ、期待に沿えるものはつくれなかった」と
和田さんは振り返る。「コンピューターグラフィックスで
はなく、実写映像を使ったことがこだわりです。ドームス
クリーンいっぱいに広がる色鮮やかな海中映像と、南
の島の満天の星をゆったりと楽しんでもらえるコンテ
ンツを目指しました」。
この作品では、監督としてディレクションもシナリオも
和田さんが担当した。その軸になっているのは、映像
学部で身に付けた「プロデューサー・マインド」だ。
「『総合大学で映像を学ぶ意味を考えなさい』。
一般教養をおろそかにするな、という先生からの教え
でしたが、それはとても重要なメッセージだと思います。
『映像をつくる』には、必ず主題が必要です。映像はそ
れを伝える「手段」に過ぎません。自分は何に興味・
関心があり、映像で何を描きたいのか。映像と人間に
対する理解を深めるための一般教養も学びながら、
映像分野の探究ができたことは、大きな意味がありま
した。知識もマインドも人とのつながりも、立命館大学
で得たもの全てが、今の僕の礎になっています」。
映画の父といわれるフランスのオーギュスト・リュミ

エール、ルイ・リュミエール兄弟が映画を発明してから
約 1 20 年。「映像は実体がなく幻のようなもの。でも、
映像は“文化 ”です。先人が残してきた映像を大切に
しながら、新しい映像文化の担い手として邁

まい
進してい

きたい。そして、さまざまな分野で活躍している映像学
部生と、現場で再会して一緒に仕事がしたい。これが
僕の目標です」。

PROFILE
201 3年、株式会社NHKエンタープライズ入社。情報文化番組、
エンターテインメント番組、自然科学番組などの制作に関わる。
201 5 年から現部署。立命館大学校友会幹事も務める。

新しい文化を担い
、

文化を守る
株式会社NHKエン

タープライズ　グロ
ーバル事業本部　

事業開発センター
 デジタル・映像イノ

ベーション　プロデ
ューサー　

和田 慎太郎さん
（’1 3映像）

巻頭特集 ▶▶▶『面白い』
をつくる
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故 郷は秋田県の能代市で、秋田県立能代高等学
校出身なのですが、数学や理科の成績が比較
的良く、理系に進もうと京都の国立大学を受験

しました。正直、受かる自信はなく、結果はやはり不合格。京都
で 1年間浪人生活を送るこ
とになりました。
当時の秋田県には美術館

などの文化施設がほとんどあ
りませんでしたので、京都で
美術品に触れ、魅了されまし
た。浪人生ながら時間があ
れば美術館・古社寺巡りを
するようになっていました。
立命館大学に進学してい

た高校時代の先輩に誘わ
れ、古美術研究会の研究成
果の展示を見に学園祭へ
足を運びました。このときの
絵画のテーマが「浮世絵」。
これが浮世絵との初めての
出合いだったように思います。
「せっかく来たのだから、わ
からないことがあれば聞い
て」と先輩に促され、いくつ
か質問をしましたが、納得で

きる回答は得られませんでした。私が不満を漏らしたところ、そ
れなら自分で調べたらいいと言われたことを記憶しています。
大学受験を終え、複数の私立大学に合格した私は、学費

が一番安かった立命館大学に進むことにしました。入学してす
ぐ、当然のように古美術研究
会に入りました。前年の学園
祭での出来事もありましたの
で、浮世絵を研究することに
したのです。それからの私の
生活が、勉強よりサークルがメ
インになるまでに時間はかか
りませんでした。当時、理工学
部は衣笠キャンパスにありま
したが、研究会の活動拠点
である広小路キャンパスに通
い、土・日は見学会と称して
寺社や美術館巡りをしていま
した。3回生のとき、古美術研
究会の会長になるように先輩
から言われましたが、辞退しま
した。しかし、引退時期の 4
回生で立候補し、サークル活
動を継続。卒業論文や就職
活動に取り組まなければいけ
ないという気持ちはなく、そも

〔りつめいインタビュー〕

浮世絵に魅せられて
公益財団法人 大和文華館 館長／あべのハルカス美術館 館長　

浅野秀剛さん（’74 理工）

浮世絵と絵入版本の研究者で、国際浮世絵学会の理事長を務められている浅野秀剛さんは、 
大和文華館（奈良市）とあべのハルカス美術館（大阪市）の館長を兼任されています。 

これまで歩んで来られた道のりについて伺いました。

鳥居清経 ｢春信追善」中判錦絵、明和 7年(1770)頃、ボストン美術館蔵
William Sturgis Bigelow Collection, 11.20128,Photograph Ⓒ Museum of Fine Arts, Boston
今日本で開催されている「ボストン美術館浮世絵名品展　鈴木春信」に出品
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そも卒業する気がありませんでした。研究を続けるため単位を
少し残して留年するつもりだったのです。ところがゼミの教授か
ら「物理を真面目に学ぶ気がない君のような学生が留年する
と、他の学生の士気に関わるから、追試を受けて卒業しなさ
い」と言われ、しぶしぶ卒業することに。当時は就職口も多い
時代で、教務室には職を斡旋する案内がありましたが、「だれ
が就職なんかするか」と、今でいうフリーターの道を選びまし
た。

浮世絵の世界に飛び込む
卒業して１年半ほど京都の錦市場でアルバイトをしながら浮
世絵の研究をしました。強がってはみたものの、今後どうやっ
て社会と関わりながら生きていったらいいのだろうか、自分は
何ができるのだろうかと初めて考え、悩みました。大学を卒業
はしましたが、私には浮世絵しかなかったのです。自分なりに
浮世絵の論文を書き、それが一応完成したので、東京に引っ
越しました。東京では午後の時間がとりやすい築地市場で働
きながら研究を続けました。そして、東京にある日本浮世絵協
会（現・国際浮世絵学会）に入会。若い人が集まって開催し
ている浮世絵の研究会にも参加をしました。
活動を続けていくうちに協会の機関誌『浮世絵芸術』の編
集長と話す機会があり、自分の論文を見せました。すると、「手
直しが必要だが、学会誌に載せる」と言われ、驚きました。独

学での論文でしたし、あんなものでいいのかなと多少不安も
ありましたが、編集長の指導の下、一生懸命に手直しをし、無
事に掲載されました。
時期を同じくして、協会が編集する浮世絵百科事典をつくる

ことになりました。出版社の社員が浮世絵研究会のメンバー
で、仕事を手伝ってほしいと私に依頼があり、喜んで引き受け
ました。制作に本腰を入れるため、築地での仕事を辞めたとこ
ろ、嘱託の編集者として働かせてもらえることになりました。当
初は校閲担当でしたが、浮世絵の原稿や事典の下書きをす
る、あるいはそれ以上の仕事をする研究者が非常に少なかっ
たため、原稿執筆も担当するようになりました。発刊までの 4
年間、週 2回の休み以外は 1日14 時間の労働でした。もち
ろん楽しかったのですが、若くて体力があったから持ち堪えた
ようなものです。百科事典が完結したのは 1982 年、私が 31
歳のとき。完結後は仕事がなくなり、困って編集委員長に相談
したところ、学芸員の資格を取るように言われました。通信教
育で学び、１年かけて資格を取得。その間、友人と学習塾の
共同経営や他の仕事をしながら、美術史の論文を書き続け
ていました。
34 歳で千葉市教育委員会の中途採用試験を受け、学芸
員の職に就くことができました。すでに結婚して子どもがいた
ので、やっとまともに給料をもらえると、妻とともに大喜びしたこ
とを覚えています。千葉市立郷土博物館などへの配属を経て、

千葉市美術館の開設準
備に携わることになり、
1995 年に千葉市美術館
がオープンしました。学芸
員の中で一番の古株だっ
た私が開館記念展を担
当し、大英博物館（英国）
との国際共同企画で「喜
多川歌麿展」を開催。大
英博物館の学芸員ティモ
シー・クラーク氏と共編
で、当時では珍しいバイリ
ンガルのカタログもつくりま
した。
その後、管理職になりま

したが、研究を続け、論文
だけでも100 本を超す量

を書いていました。そして50歳を過ぎてから博士
号を取得。約 23 年間、公務員生活をした後、
2008 年に大和文華館の館長に就任。2013 年
からは翌年にオープンしたあべのハルカス美術
館の館長も兼任しています。また、2014 年に国
際浮世絵学会の理事長に就任しました。23 歳
で退路を断たれ、浮世絵の世界に飛び込んだ
私が、理事長の座に就けたことはうれしい限り
です。

浮世絵の面白さ
浮世絵の特徴は、作品の数が多いことです。
版本、肉筆画、木版画を合わせて世界中で 100 万を超える
数が残っているので、その中から自分の好きな作品やテーマ
を選んで研究できることも魅力です。特に版画は、江戸時代
の日本人にとって安価で身近なものでしたが、欧米人が価値
を見いだし、美術品として輸出が増えたことで価格も上昇しま
した。そのような経済活動と同じ次元で研究ができることも面
白い点です。昔は研究がしにくかった春画も、今では堂 と々研
究ができるようになりました。立命館の校友で、国際日本文化
研究センター特任助教（人間文化研究機構 総合人間文化
研究推進センター特任助教 併任）の石上阿希さん
（’08院文）は、女性で初めて春画研究者と公言した方だと思
います。まだ春画に対する偏見が残っているのも事実ですが、
浮世絵の大事な分野の一つとして扱われるようになってきて、
私は良かったと思います。

人生を楽しむ
昨年、能代市立能代第一中学校の 70 周年記念事業で、

中学生に向けた講演の依頼がありました。中学生に浮世絵
の話は面白くなかろうと、フリーター時代の話を中心にしまし
た。先生方はともかく、生徒には好評で質問が相次ぎました。
「好きなことをそのまま頑張って続けていけば、なんとかなるも
のでしょうか？」という質問に対して、「私は運が良かっただけ
で、誰しもが必ずしも実を結び、大きな成果が出るとは限らな
い。しかし、結果はどうであれ、その行為自体はその人にとって
人生の中の貴重な1ページになる」と答えました。そして「誰で
も世間や社会と、自分の思いがうまくミックスしないことが起き
る。そのときにどのように折り合いをつけるかが大切。バランス
が難しいが、若い君たちは今後、そのような局面を何度も迎え

るから、逆に楽しいのではないか」と付け加えました。
これまで歩んできた中で、20 ～ 30 代に考え方が大きく変
わったことがあります。それは無責任に他人を全否定しないこ
とです。どんな人でもその人なりの思いや気持ち、考え方、そし
て人生がある。受け入れ難いと思う人でも、自分の基準では
なく、相手の基準で物事を見てみる。その上で対話することが
大切だと考えるようになりました。そうしないと、社会のバランス
が取れなくなっていく。全部を肯定する必要はありませんが、そ
れぞれを認めた上で、良い方向にいくにはどうするかを考える
ことが肝要だと思っています。
浮世絵の研究を始めた動機自体は貧弱でしたが、研究は
私のライフワークです。昔は苦痛だった執筆も数を重ねること
で、楽しめるようになってきました。浮世絵や美術に関しての講
演などは、基本的にお受けするようにしています。浮世絵を「見
る」楽しみと同時に、浮世絵を「調べる」楽しさを、みなさんに
お伝えできればと思っています。

なまこ壁が美しい大和文華館の外観

1 9 7 4 年理工学部卒業。千葉市美
術館学芸課長を経て、現職。国際浮
世絵学会の理事長も務める。奈良
県北部校友会（立命若草会）参与。

校友や一般の方を対象とした公開講座『立命文華会』
（奈良県北部校友会主催、奈良市生涯学習財団共催）の
コーディネートを担当し、年４回開催しています

公益財団法人 大和文華館 館長
あべのハルカス美術館 館長
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をコンパスの針、もう一方をコンパスの
鉛筆に見立てる。そこでコンパスの鉛筆
役が針役を中心軸にしてその周囲をぐる
りと回ると、天井のプロジェクターから
足跡に沿ってドーナツやマンホール、時
計といった丸い映像が投影される仕組
みになっている（図1）。針役の周囲を
等距離に歩けばきれいな円を描け、距
離がずれれば歪んだ丸になる。身体を
使って円の原理を理解できるというわけ
だ。「机に座って学ぶだけでなく、こうし
たインタラクティブ映像を用いることで、
『遊び』を通じて楽しみながら『学び』も
得られたらと考案しました」と狙いを語る。
また望月准教授は自身が考案したイン
タラクティブぬいぐるみ「ててちゃん」と
インタラクティブ着ぐるみ「はぐちゃん」
を使い、子どもたちが楽しく身体を動か
すワークショップを定期的に開催してい
るが、最近、それにインタラクティブ映
像を加えた新たな試みを始めた。
子どもたちのそばに映像モニターを設
置し、子どもたちのダンスに合わせて物
語が展開していく映像を流す。子どもた
ちが描いた絵をその場でスキャンして映
像に取り込むなど、即時性も大切にする。
「映像を組み合わせることで、物語の

世界に入り込みながら身体を動かすこと
ができます。インタラクティブ映像によっ
て、飽きずに運動を続けられるというだ
けでなく、体験がいっそう豊かなものに
なります」とその効果を説明する。

テクノロジーをどう活用するか 
考える切り口になる

望月准教授は、研究だけでなく、立
命館大学映像学部の授業でもインタラ
クティブ映像の可能性を追求している。
自身が指導をする「びわ湖ホール舞台
技術研修」は、滋賀県大津市のびわ湖
ホールを舞台に、びわ湖ホールのプロの
スタッフをアドバイザーとして交え、立
命館大学映像学部と京都造形芸術大学、
成安造形大学の学生が共同で舞台制作
を行うプログラムだ。その中で映像学部
の学生たちが中心となって映像やプロ
ジェクションマッピングを制作し、舞台
の背景に映写する演出に取り入れている。
インタラクティブアートは、コンピュー
タやIC T （情報通信技術）、センサー、
画像認識、音声認識などのテクノロジー
と切り離して考えることはできない。「テ
クノロジーをどのように活用すれば社会

を豊かにしていくことができるかを考え
る上でも、インタラクティブアートは重
要な切り口になります。インタラクティ
ブアートを学ぶことで得た知識やスキル、
視点を社会のさまざまな分野で生かして
ほしいと願っています」。
望月准教授は、映像学部を巣立つ教
え子たちにもそう想いを託す。

インタラクティブ（双方向）メディアを使った体験型の作品「インタラクティブアート」。
望月茂徳映像学部准教授は、インタラクティブアートを高齢者介護や子育てに活用し、
福祉や教育の場に「遊び」や「楽しさ」といった新たな価値を付加しようとしている。

双方向メディアを使った 
「インタラクティブアート」を研究

知りたい場所やわからないことを問い
かけると、その声を認識して答えてくれ
る携帯電話や自動車のナビゲーションシ
ステムのように、私たちの身の回りには
「何かをすると、何かが起こる」インタラ
クティブ（双方向）なメディアが数多く
ある。コンピュータや音声認識、画像
認識や各種センサーなどデジタル技術
を駆使して音や光、映像で人の五感に
作用するのがインタラクティブメディアの
特長。「メディアアート」と呼ばれる分野
にも、インタラクティブメディアを使った
体験型のアートや作品「インタラクティ
ブアート」が登場している。
望月准教授は、インタラクティブアー

トを高齢者介護や子育て、教育、障害
者のケアなどに応用する研究を行ってい

る。日常生活の中の「ふつう」や「ちょっ
としんどい」を「遊び」や「楽しみ」に
変える。そんな魅力がインタラクティブ
アートにはあるという。望月准教授の研
究には演劇の舞台美術、子ども向けの
身体遊び、高齢者の健康促進など、実
践に関する実績も豊富で、インタラク
ティブな映像を使った作品も少なくない。
「テクノロジーの発達によって、いまや
映像は映画やテレビのように現実と隔
たったところにあるのではなく、生活と
密接に重なり合うかたちで存在するよう
になりました。コンビニエンスストアのレ
ジ、駅の自動券売機、スマートフォンな
ど、インタラクティブ映像は社会のいた
るところで見られます」と望月准教授は
話す。映像が「見る」だけでなく、「体
験する」ものへと変わってきている今、
「その意味や果たす役割ももっと多様に
広がっていいのではないか」と指摘する。

「映像によって一目瞭然に伝えられるこ
とで互いの理解を促し、コミュニケーショ
ンを活発にしたり、価値観を共有するこ
とも容易になります」。望月准教授は研
究を通じてそうしたインタラクティブ映
像の新たな可能性を探っている。

インタラクティブ映像によって 
体験がより豊かになる

インタラクティブ映像を活用した望月
准教授の実績の一つに、学生と制作した
「光のコンパス　まるの王様、だーれだ！」
がある。2013年、愛知県児童総合セン
ターの「汗かくメディア賞」を受賞。館
内で展示され、大きな反響を呼んだ。
赤外線L E D を内蔵した王冠を被った
2人のプレーヤーが一定距離まで近づく
と、天井に据え付けた赤外線カメラが
認識し、2人のプレーヤーのうちの一方

立命館の研究者たち

インタラクティブアートで、
介護や子育て、教育を楽しく、豊か に。 映像学部

望月 茂徳  准教授

Profile

Shigenori Mochizuki
2000年　筑波大学第三学群基礎工学類卒業
2000～2007年　
　 筑波大学大学院一貫制博士課程システム情報工学
研究科 高性能計算・ビジュアルサイエンス研究室

2003年10月～2004 年7月　
　 オーストラリア国立大学数理科学研究科 客員研究員
2004 年12月～2005年8月　
　 独立行政法人情報処理推進機構 未踏ソフトウェア創
造事業「天才プログラマー／スーパークリエータ」認定

2007年4 月～2011年3月　
　立命館大学映像学部専任講師
2011年4 月～現職

「ててちゃん」と一緒に踊る子どもたちに合わせてモニターの映像で物語が展開する。

赤外線カメラ

王冠デバイス

赤外線LED

プロジェクター PC

コンパスの針と
鉛筆の位置から
円を判定する。

赤外線カメラが
赤外線LEDを
認識し、

コンパスの針と
鉛筆の位置として
把握する。

丸の形をしたものの映像を
天井プロジェクターから投影。

針

鉛筆

「光のコンパス　まるの王様、だーれだ！」。インタラクティブ映像を用いて、円の原理について体験を通して楽しく学べる。

図1

インタラクティブ着ぐる
み「はぐちゃん」（右）
は、ハグが大好き。ハ
グされるとピカピカと
身体が光る。
触ったり、手をつなぐ
とかわいらしい鳴き声
を発するインタラクティ
ブぬいぐるみの「てて
ちゃん」（下）。



北海道・東北の食
酒  祭り   で賑わう一日
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2018年10月20日［土］開催日 会場

●40代以上の校友、および同伴者…6,000円  ●20～30代の校友、および同伴者…3,000円  ●小学生以下…無料

●仙台国際センター［メイン会場］
● JR仙台駅中央改札広場 ［一部企画］

山形 岡﨑 彩さん
（’04産社）

芋煮

秋の風物詩である山形県の芋煮会。「里

芋×牛肉」をしょうゆで味付けした内陸

風、「里芋×豚肉」をみそ味でいただく

庄内風の2種類があります。地域で味

わいに違いがあるのが面白いんです

よ。両方味わっていただきたいですね!

北海道・東北にお住まいの校友
各都道府県の校友会窓口（校友会報「りつめい」273号に同封さ
れている各都道府県用チラシ参照）に直接お申し込みください。

北海道・東北以外にお住まいの校友
6月下旬より校友会ホームページ、FAXにて申込受付開始の予定です。
FAXでお申し込みの場合、専用申込用紙をお送りいたしますので校友
大会受付事務局（TEL075-365-7726）までお問い合わせください。

参加申込について

参加費

～「杜の都」仙台でお会いしましょう！～　

9：45～16：00企画1

メイン会場前でおいしいおもてなし。北海道・東北
のお祭りとともに、みなさんをお迎えいたします！

ウェルカム企画★
12：30～16：15企画5

学生出展企画や、「杜の都駅伝」応援企画、社交
ダンスのパフォーマンスなどで会場を盛り上げま
す！ 北海道・東北のご当地銘菓の振る舞いも！

R Future Cafe★
16：30～18：30企画9

北海道・東北のお祭りや選び抜かれたおいしい
食材、お酒、お米が盛りだくさん！

総会・懇親会―R Festival―   
全国の校友が一堂に集まる
大懇親パーティー

10：00～18：00別会場

立命館の最新の研究成果に触れる企画や立命
館発祥の地「京都」にゆかりのある物産展を開
催します。

仙台駅企画★

15：00～16：15企画6

2018年4月にびわこ・くさつキャンパスに開設
した「食マネジメント学部」の教員による、地域
と食に関する出張授業を行います。

食マネジメント学部 出張授業★

15：00～16：15企画7

「五感で楽しむ」をテーマに、天然石を使った数珠づく
り、京都の「香老舗 松栄堂」による匂い袋づくりなど
北海道・東北各地の魅力がギュッと詰まった体験企
画を開催します！ご当地パフェもご用意しています。

杜の都の立女さろん

15：00～16：15企画8

株式会社美濃吉 代表取締役社長（10代目当主）
の佐竹力総氏による講演会。
※経営学部校友会の企画ですが、どなたでもご参加いただけます。

経営学部校友会  第1回セミナー★
～世界に誇る日本の食文化～

11：45～13：15企画3

北海道・東北の食材を使ったご当地鍋を若手校友で囲
み、立命館オリジナルの「リアル脱出ゲーム」を行います！

100年目への挑戦状
ちょっと今から大学の友達つくってくる

13：30～14：45企画4

京都を拠点にする能楽師狂言方大蔵流の茂山
千五郎家一門による狂言。プレ企画として、狂言
装束着付けの実演もあります。

立命館アカデミック企画★

12：30～13：00 プレ企画

10：15～12：45企画2

岩手・宮城・福島の校友のほか大学関係者による「防災」を
テーマにしたシンポジウムを開催。また、ミニセミナーや防災
食（缶詰）の試食会もあります。防災・減災を考えるきっかけ
にしませんか。詳しくは本誌16ページ下部をご覧ください。

防災シンポジウム★

1000年に1度をわがことに－災後をともに生きる－

▼当日のイベント予定タイムライン
11：0010：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

企画1

企画4
企画5

企画2
企画3

企画6
企画7
企画8

企画9
別会場

★…一般市民参加型企画
上記企画は6月末時点の予定です。企画名称・内容・時
間等が変更となる可能性がございますのであらかじめ
ご了承ください。また、ご提供できる数に限りがありま
すので、品切れの場合はご容赦ください。

毎年、校友大会には校友会のイベント参加が初めての方、ご家族と一緒に参加される方がたくさん
おられます。この機会にぜひご参加ください！      ※託児室を開設します（事前申込制・使用料無料）

プレ

立命館大学校友会
ホームページ

https://alumni.ritsumei.jp/

会場内
出入り自由

女性校友
対象企画若手校友

（20～30代）
対象企画

岩手 平野 桃子さん
（’12産社）

わんこ蕎麦

さぁどんどん♪ さぁじゃんじゃん♪ お蕎麦を椀に入れて

くれるお姉さんの明るくリズミカルな声に合せておいしく

楽しくいただきます。食べ放題

なので、おいしいところでや

めるもよし、自分の限界に

挑戦するもよし！

青森 本田 政邦さん
（’04経済）

ねぶた祭

「青森ねぶた祭」は毎年8月2～7日に

かけて開催される青森市の夏祭り

です。１年間待ちに待ったねぶた

に浮き足立ってしまい、この時期

の青森県人は気もそぞろ。仕事

が手に付きません！

宮城 大宮 大史郎さん
（’05法）

牛タン

仙台グルメの代表といえば、やはり牛

タンです。肉厚でジューシーな仙台の

牛タンは、一度食べたら夢中になるこ

と間違いなし。仙台の食文化の粋

が詰まった牛タンは、お土産でも

必ず喜ばれる逸品です！

福島 船橋 洋峰さん
（’98法）

日本酒

福島県は、昨年度、歴史と権威ある全国

新酒鑑評会において、史上初の金賞受賞

6年連続日本一を成し遂げました。「清らか

な水」、「おいしい米」、「蔵元の高い

技術と真心」が織りなす日本一の

酒で、戊辰150周年を祝し乾杯！

秋田 杉澤 綾香さん
（’10法）

なまはげ

「泣ぐ子はいねが」でおなじみのなまはげ。そのふるさと

は、秋田県の男鹿市です。本番のお祭り「な

まはげ柴灯まつり」は2月に行われますが、市

内のなまはげ館はもちろん、男鹿温泉

郷では、なまはげ太鼓を演奏するな

まはげにも会うことができます！

お　が

せ　ど

北海道 　渕 綾乃さん
（’16法）

乳製品

酪農が盛んな北海道でとれる牛乳はと

ても濃厚で、さまざまなスイーツに使われ

ています。その中でも一押しするのがプ

リン！ 濃厚な牛乳を使った甘すぎな

いプリンはとても口あたりが良く、ぜ

ひ一度は食べていただきたいです。

東北海道 土田 真也さん
（’05法）

ばんえい競馬

体重１トンを超える馬たちが、最大１トンにもなる重い鉄

ソリを引いて、200mの直線コース

で力とスピードを競う「ばんえい

競馬」。世界で唯一、十勝・帯広

で開催しています。ぜひ、大迫力

のレースを体感してみませんか？
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2017年度で終了した「東北応援ツアー」の趣旨のひとつでもあった「食べて復興支援」。

今回は、震災当時に甚大な被害を受けながらも復興に向けて前進している、

岩手県・宮城県・福島県の「食」「酒」に携わる校友にお話を伺いました。「オール立命館校友大会 2018 in 仙台」では、

3県をはじめとした東北の食べ物や飲み物をご用意しています。ぜひ、おいしさを味わいにいらしてください！ 

私の父が中心となり、1944年に地元の8軒の造り酒屋を合
併し、「酔仙酒造」が誕生しました。地震当日は、仕込みを終
え、タンクはお酒で満たされ、蔵人にとって最高潮の時期でし
た。ところが、地震によって起きた津波により、大正時代初期
に建設された登録有形文化財の社屋をはじめ、全てが壊滅し
ました。現在、日本酒は復活したものの、焼酎は未だ本格的に
販売できておらず、復活に向けて歩んでいますが、道半ばです。
震災当時、蔵の屋上にぶら下がった四斗樽は、社員にとって
復興を促す励みとなり、新社屋の会議室に飾られています。

1957年に鯨肉の缶詰製造から開始した水産加工品メーカー「木
の屋石巻水産」です。震災で会社も工場も津波で全て失い、一時
期は廃業を覚悟したほどでした。がれきの中から約40万個の缶
詰を掘り起こし、うち22万個が震災前からの当社缶詰のファンや
多くのボランティアの方の手によってきれいに洗われ販売され、い
つしか「希望の缶詰」と呼ばれるようになりました。人と人との出会
いにより支援の輪が広がり、復興の道筋ができました。石巻の土
地の利を生かし、朝、水揚げしたお刺身でも食べられるほど新鮮
な魚介類をその日中に手詰めで缶詰にしています。自然と共生し、
人が真似できないことを味で表現していきたいと思います。

家業は120年続くみそ・しょうゆ醸造業の「立谷味噌醤油店」で
す。家屋と工場は海から200ｍの場所にあったため、震災時の
津波で全て失いました。震災後は同業者の助けを借りながら一
歩、また一歩と再開し、2年後の2013年には工場を再建するこ
とができました。また、校友会や学生時代に所属した茶道部の
先輩には、大量の支援物資を届けていただいたほか、たくさん
のみそを購入していただきました。校友のみなさんの結束力の
強さに温かさを感じ、人と人のつながりが何よりもの財産と感じ
ました。

［1 部］ 1 0：1 5  ～ 1 1：4 5 　シンポジウム　
岩手・宮城・福島の校友のほか大学関係者による 
「防災」をテーマにしたシンポジウム。

［2 部］   前半  1 2：0 0  ～ 1 2：2 0  
ミニセミナーおよび防災食の試食会
 京都の料亭「京料理 木乃婦」と宮城の「木の屋石巻水産」が共同開発する
防災食（缶詰）を大会当日発表！ 参加者のみなさまに試食していただきます。

　　　後半  1 2：2 5  ～ 1 2：4 5 　シンポジウムパネリストへの質疑応答

食べて 飲んで みんな笑顔に
～東北3 県をおいしく応援～

　2018年6月2日、立命館朱雀キャンパスで、2018
年度「立命館校友会幹事会」が開催された。校友会三役
（副会長・監事）、常任幹事、幹事の約300名が全国か
ら集まった。
　以下の議事に加え、参加者全員がグループに分かれ、
校友会設立100周年に向けて議論されている「校友会
活動ビジョン（案）」の検討報告を基に、未来の校友会活
動について意見交換を行った。

常任幹事会にて審議・承認された以下の事項について、
報告が行われた。
● 立命館大学校友会名誉校友の選任について
 ● 立命館大学校友会顧問の退任および選任について
● 立命館大学校友会本部役員人事について
● 校友会活動ビジョンの策定ならびに校友会活動ビジョ
ンに基づく具体的な行動の検討について
● 「オール立命館校友大会2018 in 仙台」大会概要について
● 「100周年記念オール立命館校友大会」の進捗について
● 校友会設立100周年記念事業の2017年度実施報告に
ついて

● 校友会未来人財育成基金の2018年度の具体的な募集
推進活動について

● 東日本大震災復興支援特別事業の進捗報告について
● 2017年度の海外校友会の活動報告について

報告事項

以下の事項について審議が行われ、承認された。
●立命館大学校友会推薦校友の承認について 
●2017年度事業報告および2017年度決算報告について
●2018年度事業計画案および2018年度予算案について

審議事項

●貸借対照表（2 0 1 8 年3 月3 1 日現在） 
●資産の部

科　目 決算額
現金預金 87,706,24 3
立替金 0
仮払金 0
前払金 4 26,175
未収金 0
定期預金 980,000,000
資産合計 1,068,132,4 18

●負債の部
科　目 決算額

未払金 20,04 3,558
預り金 62,250,000
負債合計 82,293,558

●正味財産の部
科　目 決算額

定期預金 980,000,000
運用財産 5,838,860
正味財産合計 985,838,860

負債および正味財産合計 1,068,132,4 18

●収支決算書（2 0 1 7 年4 月1 日から2 0 1 8 年3 月3 1 日まで）
●経常収入の部

科　目 決算額
会費収入 216,630,000
資産運用収入 532,854
組織強化事業収入 1,961,500
校友大会事業収入 5,390,595
広報事業収入 26,153,106
復興支援事業収入 180,000
その他の収入 53,504
経常収入合計 250,901,559

●経常支出の部
科　目 決算額

組織強化事業支出 4 8,217,624
校友大会事業支出 39,4 06,64 2
広報事業支出 78,717,507
母校支援事業支出 14 ,872,598
復興支援事業支出 6,730,618
校友会記念事業支出 4 ,54 7,592
人件費支出 33,921,139
運営費支出 25,850,4 80
経常支出合計 252,264 ,200

経常収支差額 △ 1,362,64 1

●その他資金収入の部
科　目 決算額

校友会基金積立金収入 5,4 34 ,94 7
前期末未収金収入 150,000
立替金回収収入 517,195
預り金収入 4 3,94 1,000
前払金収入 168,750
期末未収金 0
その他資金収入合計 50,211,892

●その他資金支出の部
科　目 決算額

立命館大学基金積立金支出 0
その他の支出 90,000
前期末未払金支出 309,581
立替金支払支出 4 96,190
預り金支払支出 39,156,000
前払金支払支出 4 26,175
期末未払金 △ 20,04 3,558
その他資金支出合計 20,4 34 ,388

その他資金収支差額 29,777,504

当期収支差額 28,4 14 ,863
前期繰越収支差額 59,291,380
次期繰越収支差額 87,706,24 3

2 0 1 7 年度決算 （単位：円）

●収支予算書（2 0 1 8 年4 月1 日から2 0 1 9 年3 月3 1 日まで）
●経常収入の部

科　目 予算額
会費収入 216,600,000
資産運用収入 500,000
組織強化事業収入 2,100,000
校友大会事業収入 8,4 50,000
広報事業収入 26,100,000
復興支援事業収入 0
その他の収入 50,000
経常収入合計 253,800,000

●経常支出の部
科　目 予算額

組織強化事業支出 4 9,830,000
校友大会事業支出 84 ,000,000
広報事業支出 83,890,000
母校支援事業支出 9,94 5,000
復興支援事業支出 4 ,4 60,000
校友会記念事業支出 10,000,000
人件費支出 34 ,300,000
運営費支出 30,685,000
経常支出合計 307,110,000

経常収支差額 △ 53,310,000

●その他資金収入の部
科　目 予算額

校友会基金積立金収入 30,000,000
前期末未収金収入 0
立替金回収収入 0
預り金収入 4 5,000,000
前払金収入 4 26,175
その他資金収入合計 75,4 26,175

●その他資金支出の部
科　目 予算額

校友会基金積立金支出 0
その他の支出 0
前期末未払金支出 20,04 3,558
立替金支払支出 0
預り金支払支出 4 0,000,000
前払金支払支出 200,000
その他資金支出合計 60,24 3,558

その他資金収支差額 15,182,617

予備費 0

当期収支差額 △ 38,127,383
前期繰越収支差額 87,706,24 3
次期繰越収支差額 4 9,578,860

2 0 1 8 年度予算 （単位：円）

2018年度 校友会幹事会報告

防災シンポジウム
1 0 0 0 年に1 度をわがことに
―災後をともに生きる―

参加費
無料

   

東日本大震災
復興支援事業 ×
「オール立命館
校友大会

2 0 1 8  i n 仙台」
連動企画 ［日時］1 0 月2 0 日（土）1 0：1 5 ～1 2：4 5（時間は予定）

［場所］仙台国際センター 2 階 橘

岩手県校友会

水野 雅之亮さん

（’65経営）大船渡市在住

宮城県校友会

木村 長努さん

（’77経済）石巻市在住

福島県校友会

立谷 健二さん

（’75法）相馬市在住

岩手 Iwate

宮城 Miyag i

福島 Fukush ima
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中山 卓也さん（'1 8 薬）
新潟県出身

2 0 1 6 年度 + R 個人奨励奨学金を受給。

山本 将太郎さん（'1 8 生命）
山口県出身

2 0 1 7 年度 + R 校友会未来人財育成
奨学金を受給。将棋研究会に所属。

東 克樹さん（'1 8 文）
三重県出身

硬式野球部で活躍。今春より
横浜De N A ベイスターズに所属。

西井 克将さん（'1 8 文）
京都府出身

アメリカンフットボール部に所属。
体育会本部委員長として活躍。

日野 未奈子さん（'1 8 産社）
愛媛県出身

視覚障害者女子マラソンの伴走者として
リオ・パラリンピックに出場。

私たちも「校友会未来人財育成基金」
を応援します！

校友会
未来人財
育成基金

校友会の支援を受けた学生から、
在学中に校友会未来人財育成基金への
寄付をいただきました。

立命館大学校友会は、校友会未来人財育成基金の募集を通じて、
先輩から後輩へ支援の輪を広げています。
校友はもちろん、校友会から支援を受けた在学生からも寄付が生まれています。

循環型の後輩支援文化づくりを目指して

寄付実績
（2018年3月31日時点）

165,236,800円

3,102
の個人・団体・法人から

立命館大学校友会は、校友会未来人財育成基金の支援の
輪を広げるために「大学や校友会から支援を受けた学生が、
卒業後あるいは在学中に後輩学生たちへ寄付を行う循環型
の後輩支援文化づくりを目指す」活動を行っています。

今年も卒業式の日に、在学中に支援を受けて活躍した学生
から「自分たちが支援を受けたように、後輩のために役立てて
欲しい」と寄付の申し出がありました。
先輩から後輩へ、支援のバトンをつないでいきます。

特別募集要項

「オール立命館校友大会 2018 in仙台」の開催を記念して、校友会未来人財育成基金の特別募集を行っています。
校友一人ひとりが主人公となり、未来を切り拓く人財を育成する活動に、是非ご支援ください。

「オール立命館校友大会 2018 in 仙台」開催記念

「校友会未来人財育成基金」特別募集のご案内

今回の特別募集にお申し込みくださった方の情報（［個
人］氏名、卒業／修了年、卒業学部／修了研究科、［団
体・法人］名称）、お申込口数は、立命館大学と立命館大
学校友会で共有のうえ、会報「りつめい」2 7 4 号同封の
「寄付者芳名録」に掲載させていただきます。

2018年6月1日（金）～7月20日（金）
【継続のご寄付】1口（1,000円）以上
【一括のご寄付】10口（10,000円）以上

申込期間

申込金額

特別募集にお申し込みの方には、 
立命館特製グッズをプレゼント！

今回の特別募集にお申し込みの方全員に、
立命館特製のオリジナル「栞」を
2 種類プレゼントします！

校友大会特設WEBサイトは6月下旬以降にオープン予定です。校友会ホームページをご覧ください。 
立命館大学校友会URL　https：//alumni.ritsumei.jp/

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。
税制上の優遇措置について

お問合せ先
［受付時間］土日祝を除く 9：30 ～ 17：00

■ 本特別募集に関しては
立命館大学校友会事務局　T E L   0 7 5 - 8 1 3 - 8 2 1 6
■ 税制上の優遇措置に関しては
立命館 総務部 寄付事務局　T E L   0 7 5 - 8 1 3 - 8 1 1 0

法人 校友大会特設WEBサイトから問合せフォームをダウンロードし、必要事項をご記入のうえ「立命館 総務部 寄付
事務局」までFAXにて送信してください。その後、手続き方法の詳細をご案内させていただきます。

個人
・
団体

継続のご寄付
インターネット ▶ 校友大会特設WEBサイトから、特別募集申込画面にアクセスいただき、

お申し込みください。

お電話 ▶ 立命館大学校友会事務局へお電話ください。その後、口座振替の手続き
方法をご案内させていただきます。

一括のご寄付
インターネット ▶ 校友大会特設WEBサイトから、特別募集申込画面にアクセスいただき、

お申し込みください。

振込用紙 ▶ 同封の「一括のご寄付用 振込用紙」に必要事項をご記入いただき、ゆうちょ
銀行・郵便局・銀行等金融機関の窓口でお振り込みください。

立命館大学
校友会

ホームページ

どの組み合わせに
なるかはお楽しみ！
プレゼントの到着を
お待ちください。

19JULY 2018 18 JULY 2018
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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

都道府県校友会/ 
海外校友会

2/16  36名
第15回大阪立命塾

2/18  200名
東京校友会 総会

2/24  23名
立命館大学シドニー校友会・ 
同志社大学シドニークローバー会 
合同交流会

3/3  11名
マレーシア校友会 総会

3/4  6名
シンガポール校友会 総会

4/7  4 7名
オール立命館 in 北京 
北京校友会・天津校友会・ 
APU中国華北校友会合同総会

地域校友会

2/12  66名
姫路立命会 総会

4/21  67名
愛知県校友会東三河会 総会

行事報告
2018年2月中旬～ 5月下旬に行われた
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

2018年2月24 日、衣笠キャンパス諒友館にて「全国都
道府県校友会 代表者会議」が開催され、全国の都道府
県校友会から約220名が参加しました。昨年と同じく、
今年もグループワーク企画が開催され、「各校友会のさら
なる活性化へ向けた情報交換」「母校・立命館とのつなが
りづくりについて」と題して、2020年以降に各校友会が
どのような団体を目指し、どのような活動を行っていくか、
校友会未来人財育成基金の募集推進や就職・課外活動
支援、そのほか立命館や学生とのつながりづくりについて
活発な議論が展開されました。

2017年度全国都道府県 
代表者会議を開催

TOPICS

ALUMNI NE T WORK

2018年3月15日、朱雀キャンパスにて2017年度新卒幹
事と校友会役員との懇談会が開催され、各学部から選出
された新卒幹事および、校友会を代表して福元寅典副会
長が出席しました。懇談会を通じて校友会活動について
学び、4 月21日の常任幹事会において幹事として選任さ
れました。

今年も校友会 
新卒幹事が誕生

TOPICS
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ALUMNI NE T WORK

 今後の行事予定 2 0 1 8 年 8 月～ 1 0 月中旬に
予定されている総会等です（判明分）

＊詳しくは校友会ホームページをご覧ください
https://alumni.ritsumei.jp

校友会・グループ 日程 会場 問い合わせ先

兵庫県校友会新人歓迎会&
異業種交流会 8/4（土）14：00～ ニューラフレア旧居留地 寺田　豊 terada@sonoda-u.ac.jp

沖縄県校友会 総会 8/4（土）18：00～ ホテルロイヤルオリオン 島袋　健 090-7587-0858
静岡県校友会 総会 8/5（日）14：00～ 静岡クーポール会館 佐藤　友清 054-245-5612
建立会 総会 8/24（金）18：30～ ヴィアーレ大阪 太田　和夫 090-1580-6056
福島県校友会 総会 8/25（土）17：00～ ホテルハマツ 馬場　幸蔵 024-922-4964
立命館学園会計人会 総会 8/25（土）15：00～ 京都ホテルオークラ 上田税務会計事務所内 075-672-4361
岡山県校友会 第70回記念総会 8/26（日）16：00～ アークホテル岡山 守屋　博司 090-3638-9784
広島県校友会 総会 9/1（土）17：00～ メルパルク広島 足羽　真一 082-875-4526

大阪校友会 総会 9/7（金）18：00～ ホテル日航大阪 立命館
大阪梅田キャンパス 06-6360-4895

ALL立命館交流パーティー
in北海道 9/8（土）13：00～ 立命館慶祥中学校・高等学校 立命館慶祥

中学校・高等学校　事務室 011-381-8888

島根県校友会 総会 9/8（土）14：00～ サンラポーむらくも 和田　裕之 0852-21-9907
熊本県校友会 総会 9/8（土）17：00～ 鶴屋百貨店カーネーションサロン 飯田　俊之 090-1368-8809
新潟県校友会 総会 9/9（日）14：00～ アートホテル新潟駅前 渡邉　剛 025-265-6596
文学部校友会 総会 9/29（土）17：30～ 京都ホテルオークラ 文学部事務室内 075-465-8187
千葉県校友会 総会 10/6（土）13：00～ 船橋グランドホテル 森下　功 047-449-4329

立命館清和会　総会 10/13（土）16：00～ ウェスティン都ホテル京都 立命館中学校・高等学校
事務室 075-323-7111

オール立命館校友大会2018 
in仙台 10/20（土） 仙台国際センター 校友会事務局

申込受付に関する 
お問い合わせ
075-365-7726
（株）JTB京都支店

秋田県校友会 総会 10/20（土） 仙台国際センター 今野　謙 018-831-1250
山形県校友会 総会 10/20（土） 仙台国際センター 伊藤　邦男 023-643-6914

4/21  24 名
佐世保比叡会 総会

5/12  33名
兵庫県校友会  
西宮支部 総会

5/19  50名
奈良県校友会 
北和立命会 総会

5/20  100名
奈良県北部校友会 
（立命若草会） 総会

職域校友会

2/13  24 名
茨木市役所立命館大学
校友会 総会

5/18  80名
南都銀行立命会 総会

サークルOB・OG会

3/17  22名
体育会準硬式野球部 
ＯＢ会 総会

3/18  4 7名
会計学研究会OB会  
総会

4/8  20名
写真研究会OB会  
第25回総会

その他の 
校友会グループ

2/11  54 名
創立55周年 
古美術研究会

3/3  56名
勇志会  
卒業30周年記念大同窓会

4/17-4/19  18名
69年卒立命ワンゲル 
高野山同窓会

4 月21日、天満天神繁昌亭（大阪市）にて「第12回立命寄席」
が開催されました。立命館大学落語研究会OBの桂塩鯛・桂
小春團治両師匠によるこの催物は、今年で12回目を迎え、ア
メリカンフットボールや野球などのスポーツイベントと同様、立
命館大学の校友同士が交流するイベントとして定着していま
す。当日は近畿2府4 県のほか、東京などの遠方からも来場
者を集めました。桂塩鯛・桂小春團治両師匠の巧みな話芸に、
観客席からは何度も大きな笑いの渦が巻き起こり、最後は盛
大な拍手で幕が下りました。

今年も「立命寄席」が 
開催されました

TOPICS

4 月29日に宇和島市営闘牛場（愛媛県）で開催され
た「全日本大学選抜相撲宇和島大会」、5月3日に宇
佐市総合運動場相撲場（大分県）で開催された「全
国大学選抜相撲宇佐大会」に、愛媛県校友会と大分
県校友会がそれぞれ応援に駆けつけました。一つひ
とつの取り組みに送られた熱い声援と、のぼりと法被
のエンジと「立命館」の文字は、選手たちにとって大
きな力となりました。なお、大分県宇佐市の大会では、
本学校友の是永修治宇佐市長（'79法）からの激励も
いただきました。

愛媛県校友会・大分県校友会が
相撲部を激励・応援

TOPICS

校 友 会 ネ ッ ト ワ ー ク
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SPORTS スポーツ
問い合わせ先：スポーツ強化センター
077-561-3977
※掲載中の所属・回生などは開催時点のもの

相撲部（女子） 

「第6回国際女子相撲選抜堺大会」 団体、個人ともに好成績
4 月15日、「第6回国際女子相撲選抜堺大会」が行われ、相
撲部(女子)が各階級で上位の成績を収めました。
団 体 戦：準優勝
軽 量 級： 第3位 野崎舞夏星選手（スポ健4 ）
重 量 級：第2位 今日和選手（国関3）
無差別級： 優　勝 今日和選手（国関3） 

第3位 野崎舞夏星選手（スポ健4 ）

軽量級・無差別級で第3位の野崎舞夏星選手（右）

ボート部 

「第71回朝日レガッタ」 男女ともに優勝
5月3～6日、滋賀県立琵琶湖漕艇場で「第71回朝日レガッ
タ」が行われ、ボート部は一般男子舵手つきフォアと一般女子舵
手つきクォドルプルでともに優勝を飾りました。普段から練習して
いる琵琶湖で開催された大会でアベック優勝を果たし、幸先の
良いシーズンスタートとなりました。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

トライアスロン部 

「2018 Hong Kong ASTC  
Triathlon Junior Asian Championships」 優勝　
5月6日、香港・Plover C oveにて行われた、「2018 Hong 
Kong AST C  T riathlon Junior Asian C hampionships」にお
いて、トライアスロン部の中山菜々美選手（経営1）が優勝し、
ジュニアカテゴリー（19歳以下）でのアジア女王へと輝きました。
本大会は、ジュニアトライアスリートの各国の代表が集うアジア
圏のジュニアレースでは最高グレードの大会です。本大会での優
勝という結果により、ジュニアカテゴリー世界選手権シリーズグ
ランドファイナル（9月・オーストラリアゴールドコースト開催）の
日本代表にも内定しました。

優勝した中山菜々美選手（中央）

男・女子陸上競技部 

「第95回関西学生陸上競技対校選手権大会」 
8年ぶり男女総合優勝 
5月10～13日、西京極陸上競技場（京都市）で「第95回関
西学生陸上競技対校選手権大会」が行われ、男・女陸上競技
部が総合優勝しました。そろって制したのは8年ぶりの快挙です。
出場した選手の活躍はもちろん、サポートした部員も含めた総合
力で勝ち取ったアベック優勝です。

提供：月刊陸上競技

硬式野球部 

「平成30年度関西学生野球連盟春季リーグ戦」 
4季ぶり38回目のリーグ優勝
5月20日、硬式野球部は甲子園球場で行われた「平成30年
度関西学生野球連盟春季リーグ戦」近畿大学戦を4 対1で制
し、4 季ぶり38回目のリーグ優勝を達成しました。この結果を受
け、6月に開催される「第67回全日本大学野球選手権大会」に
代表校としての出場が決定しました。

CULTURE/ART 文化・芸術
問い合わせ先：学生オフィス
075-465-8167
※掲載中の所属・回生などは開催時点のもの

将棋研究会 

「第30回リコー杯アマチュア将棋団体日本選手権」 
準優勝
3月4 日、リコー大森事務所（東京都）で、「第30回リコー杯ア
マチュア将棋団体日本選手権」が行われました。この大会は、学
生王座戦の優勝チームだけが出場できる、アマチュア将棋の団体
日本一を決める大会です。将棋研究会は、昨年に続いて学生代表
として本大会に出場。社会人の日本一チームであるリコー将棋部
と対戦し、3対4 で将棋研究会は惜しくも準優勝となりました。

リコー将棋部と対戦する川又祐斗さん（政策3）

囲碁研究部 

台湾佛光大学囲碁センターと交流対局を実施
4 月14 日、台湾から佛光大学囲碁センターの学生・教職員9

名が立命館大学を訪れ、囲碁研究部と交流しました。囲碁は東
アジアを中心に発展し、現在も中国、台湾、韓国、日本などで広
く親しまれています。佛光大学は毎年、国際大会を主催するなど
囲碁の普及・発展に力を入れている大学です。今回、囲碁研究
部が2017年に「第61回全日本大学囲碁選手権」で2年ぶり7
回目の団体優勝をしたことから、訪問を受け入れる運びとなりま
した。当日は、囲碁研究部学生が金閣寺を案内、昼食の後、学生
会館にて交流対局を行い、対局後も熱心な振り返りが行われる
など、活発な交流となりました。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

応援団チアリーダー部 

第1回公演会 「舞～信じて攻める～」 開催
4 月28日、大阪いばらきキャンパス（OIC ）にて、応援団チア
リーダー部が第1回公演会「舞～信じて攻める～」を開催しまし
た。この公演会では、立命館小学校の児童、立命館宇治高等学
校の生徒らとのコラボステージのほか、OBOGステージなども
披露。多くの観客を魅了しました。
※関連記事　本誌29ページ「C lub× C ircle」に掲載

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

最新情報は
こちらを
チェック！

立命館大学

学生の活躍
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大連理工大学と 
共同研究センター設立に関する協定を締結
4 月17日、中国の大連理工大学と共同研究センター設立
に関する協定を締結しました。本協定は、大連理工大学と本
学が、IC T ・医療・健康に関する研究分野の拠点となる「立命
館大学・大連理工大学アクティブライフデザイン共同研究セン
ター」を設立し、両大学間の共同研究をさらに進展させ、科学
の発展に寄与することを目的としています。今回設立する共同
研究センターを拠点として、今後、両大学による研究プロジェ
クトの立ち上げが予定されています。

郭東明学長（左）、吉田美喜夫学長（右）

ジャーナリスト・池上彰氏から経済学を学ぶ　 
経済学部特別講演「経済学って、おもしろい」を開催
4 月19日、びわこ・くさつキャンパス（BKC ）で、ジャーナリ
ストの池上彰氏特別講演「経済学って、おもしろい」を開催し
ました。本講演は、経済学部1回生を対象とする基礎演習授業
の一環であり、特別講演会第1部として実施されたものです。
池上氏は1回生へ向け、「大学生となった今、先生が言った
こと、テキストに書いてあることをそのまま信じるのではなく、
本当にそうなのか、と疑い、自ら考える力が大切」と述べ、アダ
ム・スミス、マル
クス、ケインズ、
フリードマンなど
経済史の巨人に
触れながら、経済
学を学ぶ意味を
伝えました。

「立命館館賓」の称号を分林保弘氏に授与
4 月24 日、学校法人立命館は、分林保弘氏（’66経営、株
式会社日本M&Aセンター代表取締役会長・創業者）の立命
館に対する卓越なるご貢献を称え、「立命館館賓」の称号を授
与しました。本学は、分林保弘氏からのご寄付を受け、2019
年9月に「分林保弘記念国際交流館（仮称）」を大阪いばらき
キャンパス（OIC ）に開設予定です。「分林保弘記念国際交流館
（仮称）」は、約200名の日本人学生と留学生が生活と学び
を共にする国際寮の機能を有するとともに、共同学習のための
スペースやカフェなど、OIC で学ぶ全ての学生・院生のキャン
パスライフを豊かにするための空間も設ける予定です。

森島朋三理事長（左）、分林保弘氏（右）

宮崎県、佐賀県と 
「就職支援に関する協定」を締結
5月8日、宮崎県とUIJターン就職支援に関する協定を締結
しました。この協定により宮崎県で就職を希望する学生に対し
て、インターンシップ機会の増大、企業・行政機関などの採用
情報、就職セミナー・採用説明会などの各種就職支援イベン
トの開催や情報提供など、UIJターン就職支援・促進に向けた
取り組みを宮崎県と連携して行います。また、佐賀県と4 月19
日付で「佐賀県と立命館大学との就職促進に関する協定」を
協定書交換により締結しました。

鎌原宜文宮崎県副知事（左）、吉田美喜夫学長（右）

被災地のニーズを汲み取り、街づくりに生かす体験
～大船渡まちづくりプログラムを実施～
3月24 日、岩手県大船渡市と陸前高田市の被災地の視察や
地域住民との交流を通じて課題やニーズを把握し、街づくりの課
題解決策を提案する「大船渡まちづくりプログラム」の事後学習
会を朱雀キャンパスで実施しました。本プログラムは、本学が昨
年12月からまちづくりプログラムとして開始し、被災地を学生
16名が訪問。「知る、考える、聞く、まとめる」をテーマに、地元
の高校生や店舗を失った被災事業者ら約20カ所から当時の体
験や課題を聞き、今後のまちづくりのあり方について考えました。

●●●●●●●●●●●●

2018年度 立命館大学・大学院 
入学式を挙行
4 月2日、京都市勧業館みやこめっせにて、「2018年度 立
命館大学・大学院入学式」を挙行しました。大学に7,324
名、大学院に1,315名の新しい仲間を迎えました。入学式は、
式典と新入生歓迎セレモニーの二部構成で行いました。式典
の前には、卒業生や在校生からのウェルカムメッセージを放
映。歌手の倉木麻衣さん(’05産社)や、元飛び込み選手の瀬戸
（旧姓馬淵）優佳さん(’17スポ健)たちから、新入生たちにお
祝いの言葉が贈られました。

●●●●●●●●●●●●

新たなグローバルコモンズ、 
Beyond Borders Plaza（BBP）開設
4 月2日、新たなグローバルコモンズ、Beyond Borders 
Plaza（BBP）が、衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス
（BKC ）、大阪いばらきキャンパス（OIC ）の3キャンパスで開
設しました。BBPは、国境の壁、文化の壁、言葉の壁、価値観
の壁など、さまざまなBorderを超えてつながりを生み出し、共
に学ぶ、国際交流や言語学習をコンセプトにした空間です。授
業外の時間帯に学生が利用できるスペースを提供し、自由な
空間で仲間と共にグローバルな素養を高める中で、「多文化協
働」できる人材を世界に輩出することを目指します。

●●●●●●●●●●●●

大阪府が9分野にわたる 
連携と協働のための包括連携協定を締結
4 月11日、地域活性化、教育・研究、文化振興、子ども・
福祉など9分野について、本学と大阪府がより一層連携・協働
した活動を進めることを目的とした包括連携協定を締結しまし
た。本学が自治体と包括連携協定を締結するのは滋賀県、福
島県、北海道、京都府、熊本県に続き6件目です。このたびの
協定により、具体的には、2025年国際博覧会の誘致に向け
た連携や子どもの貧困問題に関する連携、教育の場を活用し
た行政PRに関する連携などを実施していく予定です。

松井一郎大阪府知事（左）、吉田美喜夫学長（右）

●●●●●●●●●●●●

最新情報は
こちらを
チェック！

池上彰氏



世界で日本はチアリーディング競技の強豪国として知られて
いる。昨年11月、28カ国が参加した「第9回チアリーディン
グ世界選手権大会」では、日本は男女混成部門で4 年ぶり7
度目の優勝を飾り、また一つ強豪国としての地位を確立した。
「ピラミッド、ダンス、モーション、アーム、パートナースタンツ、
タンブリング、ジャンプ」と呼ばれる7つの基本動作から成る
チアリーディング競技は、選手同士の信頼関係が大切であり、
うわべだけの関係では決して良い演技はできない。選手一人
ひとりがチームのために“何”をすべきかを常に考えてパフォー
マンスすることが、チームとしての完成度を高める。
チアリーディング競技と体育会クラブの応援活動に取り組
む応援団チアリーダー部PeeWeeS!は、「Beat All」というス
ローガンのもと、現在54 名の部員たちが学生主体で活動し
ている。目指しているのは全国の舞台で頂点に立ち、日本一
感動を与える応援を披露することである。
2018年4 月、PeeWeeS!は、世間でなじみのある応援活
動ではなく、競技活動をメインとした創部初の公演会「舞～
信じて攻める～」を開催。「競技チアを行うPeeWeeS!をたく

さんの人に知ってもらい、地域の方 に々愛され、体育会クラブ
とはこれからも互いに切磋琢磨できる関係づくりを実現した
かった」と話すのはキャプテンの小髙舞奈選手（経営4 ）。前
例のない中、4 回生を中心に企画を進め、現役学生、OBOG
をはじめ立命館小学校、立命館宇治高等学校のチアリーディ
ング部員らが約800名の観客を前に感動のステージを披
露した。「舞～信じて攻める～」には一人ひとりが主人公であ
り、輝いていられるようにという想いが込められているという。 
全国の舞台で輝くPeeWeeS!にこれからも注目したい。
　　　　

応援で感動と一体感を！ 第1回公演会「舞～信じて攻める～」開催
応援団チアリーダー部PeeWeeS!02

Club　Circle
クラブ・サークル等 学生団体の紹介

環境や貧困といった人類共通の課題解決に向けた2030年ま
での国際目標である「持続可能な開発目標（SD Gs：Sustain-
able D evelopment Goals）」に対し、びわこ・くさつキャンパス
（BKC ）を中心に活動を行っているSustainable Week実行委
員会。2018年3月に行われた、朝日新聞社主催の「第1 回大学

SD Gs AC T ION! AWARD S」では、95件の応募の中、実行委員
会が取り組む「宗教の違いを超えて食べることができるSD Gsカ
レーの開発」がグランプリを受賞した。「受賞するとは全く思ってい
なかったので、すごくうれしかったです。今回は多くのことを学び成
長する機会にしようと思っていたので、思いがけないお土産ができ
ました」と実行委員長の切田澄礼さん（生命3）。持続可能な社会
の実現に向け、また一歩、成果を残した。
現在は、10月に開催予定のSustainable Week2018に向け
た企画検討の日々。企画検討の傍ら、学生向けプレイベントを実
施し、SD Gsについて考えるきっかけ作りにも取り組んでいる。実
行委員会は、「Sustainable Weekを、社会の需要も満たしつつ、
参加者が楽しめるような取り組みにしたいと日々精進しています。
2018年度も誰もが楽しく、身近にSD Gsを学ぶことができる企
画にしていくので、ご参加お待ちしています」と意気込みを語った。

未来のために、私たちができること ～Sustainable Week実行委員会の挑戦～
Sustainable Week実行委員会201801

一、 謙虚さと誇りを持ち、 
全ての人に感動を与える

一、 どんな困難にも打ち勝ち、 
全員で大きく飛躍する

一、 すべての活動に 
全力を尽くし 
PWS!に伝説を残す

Beat ALL

29JULY 201828 JULY 2018

旧堂本印象邸で、学び、活動し、成長する
2018年春、衣笠キャンパス正門近くにある、学校法人立命
館が所有する堂本印象画伯の旧邸宅（旧堂本印象邸）の茶室
と母屋のリニューアル工事が完了し、学生の課外活動の拠点
や正課授業の学びの場として活用をスタートしました。校友会
の登録団体や地域の団体の方々へも開放しています。茶道研
究部は、旧堂本印象邸での練習開始に先立ち、4 月28日にお
茶会を開催。リニューアルされた茶室に、近隣のお寺のご住職
をはじめ、学内外の方をお招きし、お茶をふるまいました。全
国大会でも活躍するかるた会は、今まで活動していた西園寺
記念館に加え、よりキャンパスに近く、趣きあるこの場所で、さ
らに腕を磨くこと
となりました。

〔問い合わせ先〕
㈱クレオテック
衣笠管理課
T E L ：
075- 4 65-8191

国際社会で新しい未来を創造する人材の輩出を
目指す「アメリカン大学・立命館大学国際連携
学科 開設記念式典」を開催
5月17日、衣笠キャンパスで国際関係学部に開設した「アメ
リカン大学・立命館大学国際連携学科」の開設記念式典を開
催しました。開設記念式典は、アメリカン大学との四半世紀に
及ぶパートナーシップの土台の上に開設した国際連携学科の
門出を祝うとともに、開設にあたってご協力・ご支援をいただ
いた関係者の方々への謝意を表明する場として行われ、文部
科学省高等教育局高等教育企画課国際戦略分析官の林和彦
氏をはじめ、来賓、学内外大学関係者ら約50名が参加。両
大学が挑むこれまでになく新しい国際連携の取り組みへの決
意を確認する場となりました。

パトリック・ジャクソン副学部長（左）、森島朋三理事長（右）

第13回「平井嘉一郎研究奨励賞」ならびに 
第2回「平井嘉一郎海外研究者支援奨励賞」の 
授与式を開催
5月17日、衣笠キャンパスで第13回「平井嘉一郎研究奨
励賞」ならびに第2回「平井嘉一郎海外研究者支援奨励賞」
の授与式を開催しました。
今回の受賞者（敬称略）
【第1 3 回（2 0 1 8 年度）平井嘉一郎研究奨励賞】
●  原田弘隆（立命館大学法学研究科博士課程前期課程1回生）
●  日原拓哉（立命館大学法学研究科博士課程前期課程1回生）
●  大原祐太郎（立命館大学法学研究科博士課程前期課程2回生）
●  木村誠矢（立命館大学法学研究科博士課程前期課程2回生）
●  飯塚大航（立命館大学法務研究科法曹養成専攻専門職学位課程2回生）
【第2 回（2 0 1 8 年度）平井嘉一郎海外研究者支援奨励賞】
● 徐文海（中国 同済大学 助理教授）

パトリック・ジャクソン副学部長（左）、森島朋三理事長（右）

「いばらき×立命館DAY 2018　 
－出会う、つながる、つくりだす－」開催
5月20日、大阪いばらきキャンパス（OIC ）で大学と地域が
交流するイベント「いばらき×立命館D AY 2018」を開催しま
した。茨木市が市制施行70周年を迎えた今年は、茨木市共
催のもとに本イベントを開催し、約16,000名の方にお越しい
ただきました。「観る」、「体験する」、「知る」、「食べる・買う」の
4 つのカテゴ
リーに分類
し、約100
の企画が出
展しました。

リニューアルした旧堂本印象邸 代表の切田澄礼さん（下段右から4 番目）



校友消息（2018 年 5 月末現在判明分）

叙勲2018年春
■旭日重光章
国井正幸氏（’70文）
元農林水産副大臣

■旭日双光章
小山喜三氏（’59経済）
兵庫県商店街振興組合連合会
副理事長

野々村康吉氏（’61理工）
元高砂市議会議員

田中俊衛氏（’65法）
元彦根市議会議員

山元勉氏（’69理工）
京都府養鶏協会長

■旭日単光章
田中稔氏（’72理工）
元タナカテック代表取締役

■瑞宝中綬章
松本久氏（’70法）
元熊本家裁所長

■瑞宝小綬章
矢作勝美氏（’65法）
元京都市教育委員会教育長

田中達彦氏（’66法）
元京都府五条警察署長

■瑞宝双光章
上原良夫氏（’58理工）
元国鉄大阪鉄道管理局
構造物検査技師

土佐順貞氏（’67文）
元公立小学校校長

服部弘氏（’67文）
元公立中学校校長

坂本太一郎氏（’71法）
元京都市消防正監

■瑞宝単光章
林戸義雄氏（’72産社）
元日本郵政公社職員

危険業務従事者叙勲2018年春
■瑞宝双光章
藤井洋治氏（’73法）
警察功労（元京都府警視）

津田省三氏（’76経済）
消防功労（元大阪市消防監）

■瑞宝単光章
福知憲太郎氏（’72経営）
警察功労（元京都府警視）

松木徳雄氏（’74法）
警察功労（元大阪府警部補）

褒章2018年春
■黄綬褒章
村田吉弘氏（’74産社）
菊の井代表取締役

■藍綬褒章
安田徹氏（’67法）
保護司

鐘井輝氏（’76法）
元中小企業診断協会県支部長

就任（内定含む）
山内修一氏（’76法）
京都府副知事

大西哲郎氏（’78経済）
名鉄観光サービス株式会社
代表取締役社長

小山正彦氏（’79経済）
株式会社プリンスホテル
代表取締役社長

高橋祥二郎氏（’79経済）
滋賀経済同友会代表幹事

西尾信也氏（’81経営）
株式会社大和キャピタル・ 
ホールディングス
代表取締役社長

小谷峰藏氏（’82経営）
シライ電子工業株式会社
代表取締役社長

舩見順氏（’82経営）
滋賀県大津市教育委員会教育長

妻﨑博之氏（’83法）
株式会社広島銀行専務執行役員

國澤有通氏（’84文）
富士通株式会社執行役員

豊永久氏（’85産社）
三交興業株式会社取締役社長

星原直明氏（’85理工）
トヨタ紡織株式会社常務役員

木村均氏（’86経済）
ケイミュー株式会社
代表取締役社長

当摩武彦氏（’97国際）
株式会社ゼクウ代表取締役社長

桐田真人氏（’04経済）
滋賀県大津市議会副議長

当選
吉村賢一氏（’69産社）
鹿児島県姶良市議会議員選挙

松本篤氏（’77理工）
香川県小豆島町長選挙

二宮隆久氏（’78法）
愛媛県大洲市長選挙

訃報
森金次郎氏（’50文）
元学校法人立命館監事、
元立命館学園会計人会会長

渡邉申孝氏（’58経済）
元学校法人立命館評議員、
立命館大学校友会顧問

茶谷良明氏（’60法）
立命館大学兵庫県校友会
西宮支部支部長

村山良雄氏（’69産社）
プロ野球オリックス球団
常務取締役連盟担当

INFORMATION

3年がかりで編集に関わってきた、母校桃山高校の創立100周年記念誌
が完成した。仲間と喜びを分かち合い、心地よい達成感を味わったが、１
文字誤植があった。それも編集部員の名前の1文字で、何度も見直して
いたのにと信じられない思いである。今までの人生の中で、消してしまい
たいと思う失敗が3回ある。その内の1回は始末書を書いた。あとからい
くら考えても、なぜそんなことをしたのか、その時の自分の心がどうしても
わからない。誤植は、出版物が活版印刷中心の時代には、執筆時に似
た文字と間違うことが多かったが、ワープロやパソコンの文章ソフトによる
ものが主流になってからは、誤変換や辞書検索の選択ミスによるものが
増加してきた。校正が一層重要になるわけだが、校正で完全に誤
植をなくすことは実は難しい。文章執筆時にこそ誤字のないよ
うに、常に平静な心で日々を生きたいと思う。（加藤美佐子）

来年度は校友会100周年。ひとつの節目である。広報委員会では
Webを含め、どのようなメディアで、誰に何をどのように伝えていくの
か、今まさに検討しているところだ。私自身、ずっと雑誌づくりをやっ
てきて、発信者が伝えたいことが、読み手、受け手にきちんと届いて
いるかが気になる。そのうえで、発信者の自己満足だけでなく、求め
られている情報もそこにあるのか、読み手の立場にたっての視点が
大切だと思う。広報の展開は、老若男女、海外の同窓生も増えた今、
多チャンネルが必要になってくるのだろう。メディアにもいろいろある

が、一番優れたメディアは人だ。熱き、仲間思いの立命人たち。
ともに語り合う場をどんどんつくりたい。

（山岡祐子）

先日、何気なく読んでいた本の中にふと気に留めた言葉
がありました。それは「名経営者は叱り上手」。卒業して早
20年以上が経ちましたが、若い頃はよく上司に叱られていた
ことを思い出しました。昔気質な方で、かなり理不尽な叱られ方をし
たこともありましたが、あの時はどうしたら叱られずに済むかというこ
とを常に考え、目配り、気配り、心配りの仕方が大いに鍛えられた
のも事実です。振り返ると、自分が一番成長していた時期とも重なり、
ある意味上手に叱られていたのかもしれません。最近、「厳しく叱る」
ということが少なくなってきているようですが、人が成長していく過程、
特に若い時こそ真剣に叱られる経験が人間を一回り大きくするのに
必要ではないかと改めて感じた次第です。 （森力）

“インバウンド”という響きが随分なじんできたように感じ
ますが、京都の海外観光客の多さには驚くことがあります。

錦市場や清水道を通る多くが海外の方、ホテルやゲストハウス
も想像以上のスピードで増え続け、2030年にはどんな様子になって
いるのだろうと漠然とした不安を感じたりもします。しかしながら、現
実的には突然2030年を迎えるはずもなく、今の連続性、日々の積
み重ねでしか現れません。だとすると「日々、瞬間瞬間、私自身が
大切に生きることから始めよう」というところに戻ってくるのだろうなと
しみじみ。「未来を信じ、未来に生きる」―大好きな懐かしい言
葉ですが、4人の子を持つ母としても、未来に続く日本・世界・地球
であって欲しいと切に願う最近であります。 （安井亜希）

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  T E L ：075-813-8110（平日9:30 ～17:00）

2013年4月から2018年4月末までに4,935名の方々から242,618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。

第116回 ミニ企画展示特別展

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、7/16・9/17は開館）、7/17（火）、8/12（日）、9/18（火）、
9/1（土）～9/7（金）は夏期休館

休館日

会期

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（介助者1名を含む）は無料
※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

6月23日は沖縄県制定の沖縄戦犠牲者を慰霊
する日です。これにあわせ、2016年に寄贈され
た奥田豊氏の旧蔵コレクションから、沖縄出身
の儀間比呂志氏（1923-2017）が描いた沖縄戦
をテーマとした作品を展示します。

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。
※会期中、関連企画を開催します。詳細はホームページ、Twitterをご覧ください。

ミュージアム・この1てん
「ガマ（壕のくらし）」世界報道写真展2018 ―WORLD PRESS 

PHOTO 18―

外山重男―ある兵士の日常― 
2018年7月14日（土）～ 8月26日（日）

第117回
ミニ企画展示

ミュージアム・この1てん「ガマ（壕のくらし）」 
2018年6月2日（土）～ 7月1日（日）

第116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。

特別展

世界報道写真展2018―WORLD PRESS PHOTO 18―
京都（立命館大学国際平和ミュージアム）  
2018年10月6日（土）～10月28日（日）
滋賀（立命館大学びわこ・くさつキャンパス） 
2018年10月30日（火）～11月11日（日）

アダム・ファーガソン、オーストラリア、ニューヨーク・タイムズに提供　2017年9月21日

儀間比呂志（1979年頃）

第117回 ミニ企画展示

外山重男―ある兵士の日常―

敵情を監視する兵のスケッチ（1938年）

日中戦争時に従軍した外山重男氏が、戦地から日本の家
族の元に書き送った軍事郵便はがきを中心に展示しま
す。本展は昨年、嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学で開催
された展覧会に、新たな資料を加えて紹介するものです。
協力：嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学、京都・大学ミュージアム連携

午前9時30分～午後4時30分（入館は午後4時まで）開館時間

立命館大学 国際平和ミュージアム
〒603-8577　京都市北区等持院北町56-1　TEL.075-465-8151　FAX.075-465-7899
URL▶http://www.ritsumei.ac.jp/mng/er/wp-museum
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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
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