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　会員の皆様におかれましては、益々のご健勝のこととお慶び申し上げます。
　平素は、会員の皆様の暖かいご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　同窓会は、昨年５月に「一般社団法人　桃山学院同窓会」に法人化し、はや１年半を経過しようとしています。
　また、組織変更後も変わらぬご理解をいただいております「学校法人桃山学院」、「大学」、学院を構成する関係各
位の皆さまには深く感謝申し上げます。

　さて、今年度は学校法人設立 135 周年と合わせて大学開学 60 周年と記念すべき年に、同窓会誌「アンデレ」も大
きな節目の 50 刊目の発刊となり、何か時の流れを感じざる今日この頃です。
　発刊以来、それぞれの時代の中で会誌に携わっていただいた、会員の皆さま、幹事（代議員）の皆さま、同窓会理
事の方々等、皆様の努力が結実して今年度の創刊 50 回記念号の発刊となります。
　初刊から今年度までに携わっていただいた皆様に感謝を申し上げますとともに心から敬意を表する次第です。

　しかしながら、時代の流れとともに会誌発刊を今後も継続していくのか、会誌に代わるものを探求して行くのか、
大きな岐路に立っているものと認識し、いかに同窓会として対応していくかの英断を下していく時期が来ているのか
も知れません。会誌「アンデレ」が同窓会活動にどれだけ寄与し、どれだけ役割を果たしているのか。皆様のご意見
を十分に参酌しながら検討を重ねつつ、今後の同窓会活動につなげていきたいと思います。

　本会の目的は、「会員相互の親睦を図る」「大学の発展に寄与する」ことを念頭に置きつつ、会員の皆様と共により
活発な活動を推進してまいりますので、今後とも会員の皆様の絶大なるご支援とご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

2019 年 12 月吉日

一般社団法人桃山学院大学同窓会　会長
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　本年度の重点取り組みのひとつに「地域連携」があります。大学が地域と連携するのは一般によくあることです。
かつては大学の持っている知識や技術を地域に提供するというのが、地域連携の基本パターンでした。しかし、今、
求められる地域連携はこのようなパターンだけではありません。なぜなら、地域にとっての最大の課題は、外から知
識や技術をもらうことではなく、自分たちで地域問題を解決できる内発的な力を身につけることだからです。また一
方、大学では、実社会の問題を解決できる力の修得を目的とした教育が課題となっています。ですから、今の時代に
大学が取り組むべき地域連携とは、大学生・行政・市民・企業が協力し合って、リアルな問題解決やイノベーション
に取り組み、さらにそのプロセスを通じてお互いがそれぞれの力を身につけるといったような地域連携なのです。
　桃山学院大学ではこのような地域連携を目指して、たとえば以下のようなことに取り組んでいます。ひとつは「地
域課題解決実践」という授業です。学生が行政や企業の方々と共に、地域問題の解決に取り組む授業です。今年度春
学期は藤井寺市や能勢町と連携し、「引きこもりの方の就労への支援」や「共生社会を作るためには」などのテーマ
に取り組みました。学生たちは座学では身につけられないコミュニケーション力や実践力を習得できました。
　また、地域で活躍する人材を育てるためのコース開設も検討しています。経営学部の「地域ビジネスコース」（仮称）
です。南大阪を中心とした多様な企業や行政と連携しつつ、地域資源を活用した PBL （project based learning）型
授業などを想定しています。2021 年度スタートを目途に、現在、検討を進めています。
　桃山学院大学では、今後も引き続き、地域連携機構（2017 年度設立）を核として、学生と地域の双方に役立つ地
域連携を多様な形で実施していきたいと考えております。
　今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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アンデレ創刊50号記念  同窓会と大学の歩み

年　度 トピックス 世間のできごと

昭和町キャンパス
1959
学長：
勝部謙造

大学開学経済学部経済学科
学生会設立、第１回大学祭開催
伊勢湾台風被災地へ救援物資搬送

・安保闘争
・皇太子ご成婚 ミッチー

ブーム

1960 司書・司書補講習開講 ・浩宮さま誕生

1961 登美丘寮（男子）竣工
学生会館（昭和町）開館

・第2室戸台風

1962
学長：
小島昌太郎

総合グランド(登美丘)竣工
学歌制定(竹島郁作詞・池内友次郎作曲)

・首都高速道路１号線開通
(都市高速道路)

1963
同窓会会長：
中川靖平

第１回卒業証書授与式拳行
（卒業生258名)

・北九州市発足
・黒四ダム完成

1964 本館(M館)竣工／教職課程開設 ・東京オリンピック開催

1965 登美丘学舎起工式
オリエンテーション・エクスカーション(船上大学)実施

・第１回ドラフト会議

1966
同窓会会長：
南埜逸雄

社会学部社会学科開設
生活協同組合設立

・ザ・ビートルズ来日
・(1960年代半ば)新3種

の神器 カラーテレビ・
カー・クーラー

1967 登美丘学舎1・2号館、学生食堂竣工
スクールバス運行開始(昭和町～登美丘)

・ミ ニ ス カ ート の 女 王
ツィッギー来日

1968 登美丘学舎3号館竣工／さやま寮(女子寮)開設 ・東名高速道路開通

1969
学長：
竹内正巳

同窓会事務局を設立
桃山学院大学同窓会誌1号発行
同窓会誌創刊号・名簿発送
大学10周年記念講演会
学生会館竣工(登美丘) 
昭和町学舎で学生大会、全共闘学生により
学生会館(昭和町)封鎖
登美丘学舎1号館、全共闘学生により封鎖

・アポロ11号が人類初の
月面有人着陸を果たす

・学生運動激化。東京大学
の入学試験が中止

1970 大学創立10周年
登美丘学舎体育館竣工

・日本万国博覧会（大阪万
博）開催

登美丘キャンパス
1971 登美丘キャンパスに移転

研究棟、体育部室棟、教室棟(４号館)竣工
大学第１回海外セミナー(アメリカ)

・日清食品が「カップヌード
ル」を発売

・NHK総合テレビが全放
送のカラー化を開始

1972
同窓会会長：
松浦道夫

同窓会岡山支部設立 ・札幌五輪開催。日の丸飛
行隊が表彰台独占

・沖縄返還

1973 同窓会東京支部設立
同窓会会員名簿発刊／同窓会館落成式
経営学部経営学科設置
桃山学院短期大学(新居浜市)開学式拳行
聖アンデレ橋竣工
学院創立90周年記念式典拳行

・中東戦争による第一次オ
イルショック

・阪神の江夏豊投手が甲
子園球場の対中日戦で
史上初の延長戦ノーヒッ
トノーラン達成

大学の歴史を縦糸に、同窓会の絆を横糸に、
「自由と愛の精神」を紡いだ同窓会の50年
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アンデレ 50 号記念 同窓会と大学の歩み

年　度 トピックス 世間のできごと
1974 同窓会広島支部設立

同窓会館(昭和町)オープン
卒業生が1万人を超える

・小野田寛郎陸軍少尉、
フィリピンルバング島か
ら帰還

1975
学長：勝部元

同窓会協議会発足
学年末レポート試験実施
総合研究所設置

・山陽新幹線の岡山駅-博
多駅間が開通

1976 登美丘寮(男子寮)食堂増築工事完成 ・ロッキード事件

1978
学長：
村田恭雄
同窓会会長：
鈴木幾多郎

機関誌「アンデレ」B5版発行 ・新東京国際空港（現・成
田国際空港）開港

・東急ハンズ一号店が東
京・渋谷区に開店

1979 大学創立20周年記念号
同窓会島根支部設立
第１回CSUサクラメント校夏期英語研修団派遣

・ソニーがヘッドホンステ
レオ「ウォークマン」を発
売

1980 カリフォルニア州立大学サクラメント校と学術教育交流協定締結
第１回韓国歴史文化セミナー派遣

・原宿で竹の子族が出現
・世界保健機関が、天然痘

の根絶宣言
1981 同窓会但馬支部設立

指定校制推薦入学制度発足
韓国啓明大学校と学術教育文化交流協定締結

・スペースシャトル コロン
ビア、初のスペースシャ
トル打ち上げ

1983
学長：
沖浦和光

同窓会北陸支部設立
同窓会名簿発刊(25周年記念)
同窓生が累計2万人を超える
聖アンデレ館竣工
第1回OB団体連絡協議会開催
第1回全国支部代表者会議開始

・インターネットが開始
・千葉県浦安市に東京ディ

ズニーランド開園。アメリ
カ国外初のディズニー・
テーマパーク

1984 C.F.ワレン館竣工
学院創立100周年記念式典

・グリコ・森永事件
・米アップルコンピュータ

がMacintoshを発表
1985 同窓会九州支部設立 

立教大学のフィリピン・ワーク
キャンプに桃大生参加

・日航ジャンボ機、御巣鷹
山墜落事故

・阪神タイガース　セリー
グ優勝

1986
学長：
稲別正晴

同窓会四国支部設立
インド・ワークキャンプ実施
国際センター設置

・バブル景気の始まり
・前年8月19日に打ち上げ
られたハレー彗星探査機

『すいせい』が彗星に最
接近

1987
同窓会会長：
八代祝典

（代行）

同窓会費年会費徴収開始
チャペル竣工式(カンタベリー大主教来学)  
第１回インドネシア・ワークキャンプ実施
さやま寮(女子寮)移転
計算センター設置

・日本国有鉄道が解散し、
分割民営化により発足し
たJR(旅客6社・貨物1社)
に事業を継承

1988
同窓会会長：
木下至弘

外国人留学生との懇親会開始
第２キャンパス体育施設竣工

・瀬戸大橋開通
・ソウルオリンピック開催

1989 大学創立30周年記念号
文学部(英語英米文学科・国際文化学科)開設
土地を学院へ寄付
(長野県白馬・約600坪)
聖ペテロ館竣工
開学30周年・文学部開設記念式典
30年目のクリスマス開催
キリスト教センター設置
社会教育センター設置

・昭和天皇崩御。皇位継承
により、元号法に基づき、
元号「平成」が始まる

・任天堂の携帯型ゲーム機
「ゲームボーイ」(GAME 
BOY) が日本で発売開
始
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年　度 トピックス 世間のできごと
19９０
学長：
山崎春成

聖救主礼拝堂(チャペル)竣工
パイプオルガン完成
卒業生カップルがチャペルで初拳式
短期大学(新居浜市)廃止
同窓生が累計3万人を超える

・1989年ベルリンの壁崩
壊～東西ドイツ統一

・宇宙探査機ボイジャー1
号が初の太陽系の写真
を撮影

19９1 第２体育館竣工 ・Jリーグ発足

19９2 北陸支部結成10周年記念事業
　「九重親方講演会」
バッキンガム大学と学術教育交流協定
締結

・毛利衛さん、日本人初の
スペースシャトル搭乗

19９3 但馬支部結成10周年記念事業
　「江本猛紀講演会」
和泉キャンパス起工
大学院・文学研究科修士課程設置
大学院・経営学研究科修士課程設置

・徳仁皇太子、小和田雅子
さん結婚の儀

・サッカーＪリーグ開幕

19９4
同窓会会長：
谷利行

機関誌「アンデレ」A4版発行
キャンパス移転記念事業
　「谷村新司コンサート」

・日本人初の女性宇宙飛
行士・向井千秋さん宇宙
へ

・関西国際空港が開港

和泉キャンパス
19９5 和泉キャンパス全面移転

四国支部結成10周年記念事業
　「ジェームス三木氏講演会」　

・阪神・淡路大震災発生
・野茂が米大リーグで活躍 

新人王も獲得
・PHSサービス開始

19９6
学長：
稲別正晴

九州支部結成10周年記念事業
　「灰谷健次郎氏講演会」
大学へ寄贈モニュメント
(ブックタワー)寄贈除幕式

・東京ビッグサイト（東京・
国際展示場）が開場

・「Yahoo! JAPAN」が
サービスを開始

・海の日施行
19９7 島根支部結成20周年記念事業

同窓生が4万人を超える
本町オフィス開設
大学祭に初参加(パネル・資料展示)
韓国・東新大学と学術教育交流協
定締結
中国・南京師範大学と学術教育交
流協定締結

・「社員は悪くございませ
ん」山一証券自主廃業

・東京湾アクアライン開通

19９8 東京支部結成25周年記念事業(学長講演会)
大学院・経済学研究科修士課程設置
社会学部・社会福祉学科設置(増設)

・第16回サッカーＷ杯仏
大会に日本が初出場

・郵便番号7桁化

19９9 大学創立40周年記念号
同窓会和歌山支部設立
大学院・文学研究科博士後期課程設置
大学院・経営学研究科博士後期課程設置
聖マーガレット館竣工記念に飾り台寄贈
白浜セミナーハウス開設（2015年閉鎖）

・欧州で新通貨ユーロ誕
生

・石原慎太郎が東京都知
事に

・ミレニアムのカウントダ
ウンが世界各地で催され
る

2000
学長：
村田春夫
同窓会会長：
西元常雄

田淵章二(63E)USA在住、バイオリニスト
として、カントリーの本場アメリカで成功
大学基準協会により相互評価認定を受ける
大学院・社会学研究科(応用社会学専攻)設置

・ハッピーマンデー制度が
初めて成人の日に適用さ
れる

・新紙幣2000円札、新
五百円硬貨発行

・BSデジタル放送開始

2002 北陸支部設立20周年
同窓生5万人を超える
聖トマス館竣工
法学部法律学科開設
経済学・研究科博士後期課程(応用経済学専攻)設置
完全セメスター制実施
第2駐車場利用開始

・北朝鮮拉致被害者5人帰
国

・学校週5日制「ゆとり教
育」スタート

・多摩川にアゴヒゲアザラ
シのタマちゃん出現

2003 社会学・研究科博士後期課程(応用社会学専攻)設置
桃山学院史料室設置

・米スペースシャトル「コロ
ンビア」が空中分解
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アンデレ 50 号記念 同窓会と大学の歩み

年　度 トピックス 世間のできごと
2004 高度専門職業資格取得奨励金の設置

南大阪地域大学コンソーシアムに参加、
大学の単位互換制度実施
ボランティアビューロー開所式
ホームカミングデー初の実施

・新潟県中越地方で震度7
の地震

・アテネ五輪で日本選手大
活躍、メダル最多の37個

2005 キャンパス内のグランドを人工芝に
整備
和泉中央駅と大学間に直行バス運行
中国フィールドワーク、中国ビジネス
インターンシップ実施

・JR福知山線で脱線事故
・愛知県で「愛・地球博」が

開幕

2006
学長：
松浦道夫

同窓会愛知支部設立
中之島サテライトキャンパス開設
通学バス「南海泉大津駅～JR和泉府中駅～桃山学院大学」間運
行開始　
経済学部経済学科中国ビジネスキャリアコース開設
経営学研究科日中連携ビジネスコース開設
文学研究科英語圏文化学・国際文化学・応用言語学専攻(博士前
期課程)設置

・第 1 回 ワ ー ルド・ベ ー
ス ボ ー ル・クラシック

（WBC）で王ジャパン優
勝

・日本の65歳以上の人口
率が世界最高、15歳以
下の人口率が世界最低
に

2007 和泉市と官学連携の包括協定締結
大学院・経営学研究科日中連携ビジネスコース授業開始(中之島
サテライト)

・「iPhone」発売
・「Twitter」、「Facebook」

一般向けサービス開始

2008 桃山学院大学同窓会会員サイト「ももやまひろば」開設
キャリアセンター設置
大学基準協会より大学基準適合認定
国際教養学部国際教養学科設置

・アメリカの証券大手リー
マン・ブラザーズが破綻

2009 大学創立50周年記念号発行
同窓会鳥取支部設立
和歌山支部設立10周年
同窓会館リニューアル
日中連携ビジネスコース、法人入学式制度開始
学院創立125周年・大学開学50周年記念式典
聖ヨハネ館竣工

・ウサイン・ボルト、男子
100m走で世界新記録

・マイケル・ジャクソンさん
急逝

2010 OB.OG団体及び各種団体連合
会再活動
開学50周年記念碑除幕式

・日本航空が経営破綻、会
社更生法の適用申請

2011
学長：
明石吉三
同窓会会長：
岡本博

同窓会徳島支部設立
同窓会大分支部設立
第１回大学と同窓会の勉強会桃山交流塾「モモ塾」開催

・地上波アナログ放送終
了、地上デジタル放送に
移行

・東北地方太平洋沖地震
発生（東日本大震災）

2012 文学研究科比較文化学専攻(博士前期課程)設置 ・東京スカイツリー竣工

2013
学長：
前田徹生

学術支援センター設置 ・ドラマ「半沢直樹」の「倍
返し」が流行語に

・富士山が世界文化遺産
に登録される

2014 同窓会愛媛支部設立 ・ソチ五輪で羽生選手が金

2015 共通教育機構設置 ・国産初のジェット旅客機

2016
同窓会会長：
上原猛

国際教養学部・英語・
国際文化学科に変更
介護福祉実習棟実施

・天皇陛下、退位の意向を
示唆

・熊本地震発生

2017
学長：
牧野丹奈子

地域連携機構設置・
教職センター設置
大学へ寄付（2億円）

・ドナルド・トランプ氏がア
メリカ大統領に就任

2018 同窓会熊本支部設立
同窓会高知支部設立
一般社団法人桃山学院大学同窓会へ法人化
桃山学院教育大学開校

・日産ゴーン会長逮捕

2019 大学創立60周年記念号発行
アンデレvol.50発行
文学研究科博士前期課程・言語・文化専攻に変更
経営学部ビジネスデザイン学科設置(増設)

・天 皇 陛 下 、御 退 位 。第
126代目新天皇、御即
位。令和の幕開け
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支部だより支部だより

　2019 年 9月 29日（土）午前 11時より、ホテルセンチュ
リー 21広島にて、同窓会本部より上原会長・中居組織委員会
副委員長をお迎えし、桃山学院大学同窓会広島支部設立 45周
年記念総会・親睦会を開催しました。初参加の方 6名も含め、
和やかで楽しい時間を過ごしました。アンデレグッズ抽選会も好評でした。
　2020 年 2月 8日（土）19時よりリーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 6-78）にて新年会を
開催予定です。会費は男性 7000 円、女性と学籍 00以降 4000 円、新卒者無料です。1月 8日締め切
りです。また自由参加の「圭の会」は、偶数月第二土曜日 18時半、八丁堀福屋本店正面入口を入った所
ベンチ集合です（実費割勘）。

　九州支部はお陰様で、今年 35周年を迎えることができました。
11月 9日行われた総会では広島、山口、大分、熊本より他支部
の方々のご参加や本部からは上原会長、藪組織委員長にお越しい
ただき総勢 25名の方にお集まりいただきました。懇親会では上原会
長には少林寺拳法単独演舞、藪組織委員長には日本拳法単独演舞を披
露して頂き、私は筝曲「六段の調べ」を演奏させて頂きました。マジッ
クショーに桃大生協グッズ抽選会と盛りだくさんで楽しい時間でし
た。昨今の人と人との繋がりの希薄さ、そんな中で同窓会は年齢を超
え桃山学院大学という共通の空気感の中で育んだそれぞれの時間と
人と人との繋がりを大切にする人達の集まりだと感じています。これ
からもその輪が少しでも広がって行くことを祈念しております。

　漸く秋の訪れを感じる季節となりました。会員の皆さんにはお変わ
りありませんか。偶然にも令和元年、島根支部は設立 40年を迎え、さ
る 7月 17日松江市において記念総会を開催しました。16名の参加で
したが、本部から中塚理事、渡辺理事にご出席いただき、支部の 40年
を振り返るとともに、これからの活動継続を確認いたしました。祝宴
では、近況報告や思い出話で盛り上がり楽しいひと時を過ごすことが
できたと思っています。園さんの講演と福間さんのギター演奏で華を

添えていただきました。今の社会、何かにつけコミュニケーション不足が指摘されます。コミュニケーショ
ンは、情報機器を通してではなく直接顔を合わせ、五感を通じてなされるものだと思います。支部活動も、
まず会員同士が顔を合わせることから始めたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

広	島	支部　支部長　川上	ひろ子（79S）

九	州	支部　支部長　平田	美鈴（79S）

島	根	支部　支部長　品川	保夫（69S）

45
周年

45
周年

40
周年

40
周年

35
周年
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支 部 だより

支部だより

10
周年

5
周年

　桃山学院同窓会の皆様におかれましては、ご健勝のことと存じます。
和歌山支部は 20周年を迎えました。和歌山支部の設立に当たりご尽力
いただいた大学同窓会本部の皆様や、諸先輩の皆様方に改めて感謝いたします。
設立総会に参加させていただいた時の様子が今も鮮明に思い出されます。今も
続いているゴルフコンペ、２金会（飲み会）、女子部クリスマス会などの参加
メンバーを増やし、参加しやすい行事を企画し活発に活動することを目標とし
ます。参加メンバーを増やし賑やかな総会が開催できる様努力致します。私、
今年の総会において新支部長を仰せつかりました。前支部長から学籍番号６年
若返りました。和歌山支部協力して盛り上げていきます。桃山学院同窓会の皆様よろしくお願い致します。

　昨年は西日本豪雨により愛媛県南予地方は甚大・壊滅的
な被害となり総会を開きませんでした。十分確認している
訳ではないのですが同窓生に特段の問題が発生していると
は考えていません。活動が十分でないのですが、県内を数ヶ
所に分けて集会をする様にしたく思います。前回新居浜地
区でしたが、四国中央市、今治市でも実施を考えています
ので、その地域の方は是非参加をしていただきたく思いま
す。そして全県で年 1回総会をしていますので、こちら

にも参加をいただきヒューマンネットワークを拡大していただければ幸甚の至りであります。愛媛県内に
お住まいのOB・OGの方、身近の情報交換をしませんか。連絡お待ちしています。

　鳥取支部では、2019年 7月 13日（土）に定期総会と設立 10周年記念式典を、
同窓会本部の藤田副会長様・小西池理事をお迎えして開催いたしました。定期総
会では、議案のすべてを原案どおり承認され、役員改選においては、新支部長に
高木肇さん（81S）、新事務局長に黒田正己さん（81S）が選出されました。総会後、
ボーリング大会で楽しんだ後、会場を移動し式典へと移りました。設立 10周年
記念式典は、藤田副会長様のご祝辞の後、大阪府出身で鳥取県在住の松井太郎氏
（86S）による「私が鳥取県に I ターンした理由（わけ）」との演題で講演をして
いただきました。その後の懇親会では、昭和町～登美丘～和泉　各キャンパス卒

業生（30代～ 70代）のそれぞれの大学生活の昔話や近況報告等で大いに盛り上がりました。

鳥	取	支部　支部長　高木	肇（81S）

和歌山	支部　支部長　出嶋	貞（82E）

愛	媛	支部　支部長　白方	長廣（69E）

20
周年

10
周年

20
周年

一般社団法人	桃山学院大学同窓会では、会員のみなさまの交流を活発にしていただくため一県一部の支部設立や
支部援助を積極的に取り組んでいます。支部設立にご協力頂ける方は同窓会事務局までご連絡ください。

くわしくはHPをご覧ください。
http://www.andre-alu.org/about/branch/

本部・支部一覧
	本部	　大阪府、兵庫県南部、京都府、滋賀県、奈良県
	東京支部	　北海道、青森県、秋田県、岩手県、
　山形県、宮城県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、
　茨城県、神奈川県、東京都、千葉県、新潟県、
　山梨県、長野県、静岡県
	愛知支部	　愛知県、岐阜県、三重県
	北陸支部	　福井県、石川県、富山県

	和歌山支部	　和歌山県
	但馬支部	　兵庫県北部
	鳥取支部	　鳥取県
	島根支部	　島根県
	岡山支部	　岡山県
	広島支部	　広島県、山口県

	香川支部	　香川県
	徳島支部	　徳島県
	愛媛支部	　愛媛県
	高知支部	　高知県

	九州支部	　福岡県、長崎県、佐賀県、
　宮崎県、鹿児島県、沖縄県
	大分支部	　大分県
	熊本支部	　熊本県
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ザ・パック株式会社　代表取締役社長　稲田	光男（76B）

　私は 1980年に経営学部を卒業し、同年に現在のザ・パックに入社、2018年
に代表取締役社長に就任しました。
　会社名が少し変わっているため、初めてお会いする方からは「ザ・パックって
何の会社ですか」とよく聞かれます。「紙製の手提げ袋や箱などのパッケージを
作っています」と答えますと、「なんだ、紙袋か」という顔をされますが、「紙製
手提げ袋のシェアは日本で一番なんですよ」と言うと、かなり驚かれます。実際、
ショッピングセンターに行きますと、弊社が製造した紙袋や箱がいたるところで
使われています。それらにはお客様のブランド名がきれいにデザインされていま
すが、弊社の名前はどこにも出ていません。あくまでも黒子として、お客様の価
値を高め、利になるために様々なオーダーメイドパッケージを提案している会社
――それがザ・パックです。お客様の業種は食品や家電、住宅関連設備、自動車

部品などの製造業、アパレル、百貨店、量販店などの流通・小売業、そしてコンビニエンスストア、ファストフード
店など多岐にわたっています。パッケージの素材も紙製だけではなく、プラスチック製品（代表的な物では紙オムツ
の外袋）も主要なアイテムのひとつです。
　モノづくりの流れは、企画段階から営業と商品開発（グラ
フィックや構造のデザイナー）、製造のスタッフが連携し、お
客様のニーズやイメージをカタチにしていきます。そのための
社員教育や包装研究の場として、パッケージラボを全国３ヵ所
に設けています。ラボには弊社の製作物だけではなく、国内外
で使用されている多種多様なパッケージを収集、展示すること
で、デザインの流行や業界の最新情報、同業他社のノウハウな
どを学び、提案に活かせるようにしています。さらにパッケー
ジを提供するだけではなく、そこに付随する物流業務などのソリューションも提案することが増えてきました。これ
からは単なるパッケージメーカーではなく、ソリューション企業として成長していきたいと考えています。

　最近では世界中に広がった海洋プラスチック汚染から、企業が喫緊に取り
組まなければならない課題としてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が重要視
されています。パッケージ業界ではプラスチックバッグから紙袋への転換が
始まっており、弊社も全社を挙げて積極的に取り組んでいます。この動きは、
紙製品が主体の弊社にとっては追い風となり、グループ会社を含めた全国の工
場で増産体制を続けております。そのお蔭で業績も昨年売上の931億円（2018
年 12月末決算）に対し、1,000 億円も視野に入っています。
　また環境対策として、日本でもプラスチック製レジ袋の有料化が 2020 年
7月から義務付けされることになり、有料化の対象外となる生物資源から作ら

れたバイオプラスチックが注目され始めました。風潮としてプラスチックが悪者のように扱われていますが、弊社と
してはお客様のニーズに応じた最適なトータルパッケージ提案を強みとしており、引き続き環境に配慮した商品開発
に注力していきます。さてここでレジ袋有料化に関する雑学を 1つ。弊社は中国とアメリカにあるグループ会社を
通じてグローバル展開を図っており、中国では 2006年に販売会社を上海に設立、2007年には紙袋製造会社を上海
から 70ｋｍ離れた常熟（ジョウジュク）に設立しました。同年、中国では薄手のレジ袋禁止令が出ることで一気に
紙袋化が進み、弊社としては偶然にもその機を捉えた中国進出となりました。日本が取り組む 10年以上も前に、中
国が国策として環境問題に取り組んでいたことを知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
　私は大学時代、軽音楽部に所属してエレキギターを弾いていました。卒業して 40年になりますが、今でもエレ
キギターを持っていて、気が向いた時に弾いています。社会人になると大学時代の友人と会う機会が減り、さらに
1991 年から 2001 年までの 10年間をニューヨークで勤務していたため、その交友関係が途絶えてしまいました。
しかし、軽音の仲間のことはいつも気になっています。今はリフレッシュ、息抜きといえば社内外の知人、友人との
お酒とゴルフですが、機会があれば軽音の仲間と会いたいですし、一緒にセッションできたらどんなに楽しいだろう
と思います。今でも大学時代の思い出は尽きないですね。

活躍するOB・OG達

▲ニーズに合わせた様々な形状の紙箱

▲パッケージラボ東京
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活 躍 する O B・O G 達 ・ 女 性 会 員 の 集 い

事業委員長　安田　幹雄「女性会員の集い」のご報告

　2019 年 10 月 19 日（土）11 時
30分から本学和泉キャンパス聖ヨハ
ネ館のヨハネホールにおいて、主に
登美丘学舎に学んだ女性会員の方 34
名をお招きして、同窓会としては初
の試みとなる「女性会員の集い」と
いうイベントを開催いたしました。
　本学からは牧野学長・友沢副学長・
原総務部長・総務課	尾崎様、経営企
画課	堀井様にご参加いただきました。
当会よりは、上原会長・藤田（茂）
副会長・渡辺総務委員長・安田事業
委員長・古澤事業委員・福田事業委員・
井上事業委員が出席させていただき
ました。（牧野学長、友沢副学長及び
大学事務方からご参加いただいた堀井様と当会より出席いたしまし
た古澤事業委員は、女性です。）
　内容といたしましては、牧野学長より「女性学生の現状と、女性同
窓生のこれから」というテーマで、パワーポイントを使い対話形式
で講演していただきました。その後、昼食会では、それぞれ和やか
に歓談しながら、学生時代の昔話に花が咲いていました。また、食
後はセルフサービスのティータイムを設け、その中で抽選会をして、
大いに盛り上がりました。
　そして、最後に全員で校内散策に出かけ、茶室・チャペル・空中通路・
模擬裁判教室・図書館・展望ラウンジ等を見学しました。ほとんど
の方々はこの和泉キャンパスに来られるのが初めてで、立派になっ
た学舎や施設に、とても感心しておられました。
　この度の企画において、ご参加いただいた皆様方には、学生時代
の思い出など、たくさんの話題が広がり、和やかに楽しくご歓談い
ただけたことと思います。また牧野学長には、対話形式で聴講者が
参加しながらという、とても興味深い方式での講演を行っていただ
き、この会を大いに盛り上げていただきました。この場をお借りし
まして、感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。
　おかげさまで予想以上の女性会員の方々にご参加いただき、また、
とても楽しんでもらえたことと、企画いたしました事業委員一同、
非常に嬉しく思っております。
　末筆になりましたが、ご協力いただきました女性会員、同窓会理
事の皆様に改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
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　この度、ラグビー部は創部 60周年を迎え、2019 年９月 21
日に記念祝賀会を開催しました。
　当日は、大学同窓会会長の上原様、ラグビー部前部長の滝澤様
をご来賓に迎え、各年代のOB・OG、現役部員が一堂に会し、
新旧が交流を深めることができました。また、ビンゴゲーム等の
アトラクションもあり、ともに楽しいひとときをすごすことがで
きました。最後に、体育会応援歌 ｢眉あげて｣ の大合唱で締めくくりました。これまで 60年にわたり、
OB・OGのみなさま方のご支援と、部員の汗と涙があり、ラグビー部が発展を遂げることができました。
　これからも、みなさま方のご支援、ご協力いただきますようお願いいたします。

　空手道部60周年記念パーティが2019年11月16日（土）
16時 30分～スイスホテル南海大阪にて行われました。
　当日の午前中は空手道部OBと現役部員の合同稽古が大学
道場で行われました。稽古の後、大学で開催されている桃山
祭を見学し、スイスホテルへ移動しました。パーティには大学・同窓会・
体育会クラブ関係者の皆様に多数集まっていただきました。本当に有難
うございます。部員数が減り存続の危機もありましたが皆様のおかげで
60周年を迎えることが出来ました事に本当に感謝いたします。
　これからも 100周年に向かって頑張って参ります。

　さる、2019年 10月 12日・
13 日剣道部創部 60 周年記念
行事を行いました。台風 19号
が来襲するなか両日とも沢山のご参加を頂き有難うございました。12日は大阪第一ホテルにおいて記念
パーティを行い関西・大阪両学生剣道連盟への長年の参加・協力・功績に対して、感謝のお言葉をいただ
きました。また、第三代師範奥園先生の明治村剣道八段大会優勝の映像を皆で拝見し、感銘を受けました。
13日は、参加者全員道着・袴姿でチャプレンよりミサを受け、現師範玉井先生による日本剣道形講習の後、
往事を偲ばせ稽古会を行いました。今回、台風の影響等で参加できなかった先輩諸氏も、毎月第二土曜日
は現役との合同稽古を行っておりますので沢山のご参加をお待ち申し上げております。

ラグビー部

剣道部

空手道部

体育会・文サ連 60 周年特集
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体 育 会 ・文 サ 連 6 0 周 年 特 集

　我が日本拳法部は 1959 年大学創立と同時
に創部されました。昭和町、登美丘、そして和泉学舎と学校の歴史と共に拳法部の練習道場も移転し、大
学と共に 60年の節目の年を迎えました。人間でいえば還暦です。その 60年の間、全日本選手権大会優
勝 1回、準優勝 4回、三位１回を数え、新興大学としては全国にその名を浸透させました。また、47期
の前川　晴人君が、全日本個人選手権に 2回優勝の栄冠を勝ち取り、現在も 3回目の優勝を目指し精進
しています。現役諸君も部員数は男女 14名ですが、団体では昨年１部に昇格し、今年の西日本学生選手
権大会でも一部残留を勝ち取ってくれました。そして女子部員の廣瀬　麻有君が総合選手権大会成年女子
の部に出場し 3回戦まで進出いたしました。その伝統ある桃大日本拳法部を継続、発展させる祈念塚と
して、2020 年 3月 14日に 60周年記念祭典を開催いたします。多数のご出席をお待ちしております。
そして、70年、80年周年に向かい現役、OB共々精進していく所存です。

日本拳法部

　後期高齢者ゾーン突入一年を迎えたブ
ルーグラス・ランブラーズ 63E	芝田光
雄です。創部 60年、軽音楽部入部 3年
目全国大学対抗バンド合戦で優勝を果た
したのはつとに知って頂いています。当時大学進学率は元より高校進学率も低く、歴史名声を誇る慶応、
早稲田、南山大学諸々の約 300バンド参加校をたった 4人のメンバーで僭越ながら押さえ , ラジオ、テ
レビでもてはやされ、学名を全国区に知らしめた功績は大きかった！と、昨今に至るまで語り継がれる度、
遠い 54年前のあの喝采が遠雷の如く感動を呼び覚ます事も！近々の事は記憶から外れますが…（笑）

　フルバンド、デキシー、ハワイアン、ロック、カントリー、と我がブルー
グラスバンド。当時楽器に親しめる環境に有るのは、まあまあええとこのお
坊ちゃま、お嬢様が主流で産経ホール、毎日ホール、フェスティバルホール、
神戸国際会館、京都会館でのコンサートは圧感でサラリーマンの年収位のギャ
ラで、有頂天で遊び呆けたものです。所持金無くても食事、ボウリング、コンパ、
誰かがおあいそしてくれる…そんなお気楽な学生時代でした。

　2019年 7月 14日開学 60周年記念、アメリカンドリームを成し遂げ、ミズリー州ブランソンで 2,000
名客席のシアター建立の元メンバー田渕章二。母校カンタベリーホールで凱旋コンサート。何を隠そう柔
道部所属の彼をスカウト、我がバンドに強引入部させたのは私の手柄です。（笑）彼は幼少の頃よりヴァ
イオリンを習い、絶対音感と天才とも言えるセンスの持ち主でした。今だから言える事ですが、他のバン
ドの中には楽器以外に何か出来る事を探した方がええんちがうか？。と突っ込んだ事も愉快で懐かしく、
大阪ならではの想い出となりました。
　私は 10年前より、YMCA，YWCAとの交流、未だ自営業現役で公私共に決して暇ではありませんが、
バンド活動は勿論後輩のOB，OGの方々にバトンタッチして、若い支えとで更に更に繁栄の途を辿る我
が母校を誇りに思わずにはいられない幸せを感じています。
　毎年恒例のランブラーズ新年会、多くの方のご参加で昨年 40回目を期にラストコンサートとなりまし
たが、来年創部 60周年を迎える軽音楽部OB，OG会は、20周年、40周年後は毎年 5月に 100 名前
後の参加者で開催し、5年前には念願のフルバンド結成！カントリー、ロック、オールディーズ、デキシー、
ブルーグラスバンド出演。日頃ライブハウス、各種コンサート、イベントで腕を磨き年一回の親睦交流の
場となっています。
　このアンデレのページをお借りして「創部 60周年記念コンサート」のご案内をさせていただきます。
2020 年 5月 17日（日曜日）正午スタート　和泉中央学院内	カンタベリーホール　出演は現役軽音楽
部 3バンドと共に上記OB，OG会バンド。ご来場の方々入場無料でございます。ご卒業の桃山学院お支
え頂いてる皆様、現役の皆様、近隣お住いの皆様ふるってご観覧頂きます様よろしくお願い申し上げます。

軽音楽部
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 谷　 利行　（59E）
一般社団法人 桃山学院大学同窓会の益々の発展と繁栄を
祈念いたします。

 前中　正義　（59E）
海外関連の仕事に今も現役で頑張っています。

 吉原　清治　（59E）
卒業後半世紀以上過ぎ改めて感無量です。「人生100年」、

「人生は老いつも又楽し！」ご盛会を祈っています。

 本多　秀彦　（60E）
平成14年に定年退職し、介護していた母は平成25年に施
設に入所しました。今は家の庭で造園・野菜・果樹作りをし
ています。

 山下　紘司　（60E）
初めて同窓会パーティーに出席させていただきます。楽し
みにしています。

 荒木　広治　（61E）
何とか元気に過ごしています。

 山内　美弘　（61E）
76才になりましたがまずまず生きてます。

 森　 眞人　（62E）
年金暮らしで会社のOB仲間とゴルフ・山歩き・ハイキング
等。又、週3回程度ジム通いで体を鍛えています。

 中島　秀清　（62E）
ウエイトリフティング部の後輩の活躍を知りたい。

 柳田　武夫　（63E）
岡山市内のシルバー人材センターに勤めて11年になりま
す。現在、愛犬2頭と元気に暮らしております。

 北原　祥弘　（64E）
いまだに「吹奏楽にどっぷり」吹奏楽連盟（関西・大阪）の役
員など一般バンドの指導を続けています。

 人見　憲知　（64E）
高校生時代の友人が参議院選挙に出馬します。応援等で毎
日忙しくやっております。

 川根　輝明　（65E）
本年から孫が国際教養学部に入学して勉学しており嬉しい
ことです。

 川上 　弘　（65E）
7月末に再度黒部・立山アルペンルートに行く予定です。

 生中　正嗣　（66E）
元気にしています。三重県内でも卒業生の現住所が判れば
と思いますが、方法はありませんか。

 吾郷 　治　（66E）
島根支部創立40周年、記念総会の成功と会員皆様の健康を
お祈りし、設立メンバーの一人だったことを誇りに感じて
います。

 鎧　 徹信　（66E）
今年こそ河内山寮のなつかしい仲間達と旧交を暖めたいと
計画しています。残念ながら散りじりで集められる人数は
限られています。

 竹内　賢一　（67E）
軽音学部OBの平均年齢68才。1日メンバー集めてフル
ジャズバンド結成し、軽音楽部OB会でライブ活動してい
ます。

 宮田　延男　（68E）
今年古希になりますが昨年暮れに大病。今はほぼ元通りの
日常となり、一日一日の大切さを痛感してます。

 藤村　啓子　（68E）
旅行三昧。ケアンズから帰国したばかり空から見るグレー
トバリアリーフは最高でした。

 上村　正美　（68S）
70歳を迎え、どんどん現役をリタイヤしていく同期たち。
若い現役たちの中での現役続行中。どちらにも疎外感を感
じ中途半端な現況です。

 平尾 　堅　（69S）
桃大卒の著名人を最近新聞でも拝見します。頑張っている
人達をみるとエネルギーを頂けます。

 上田　良昭　（69S）
一年前から大阪府職業能力開発協会で外国人実習生の技能
検定の指導員として元気で頑張っています。

 宇都宮 康男　（70S）
今年で卒業して45年になりますが、桃大での4年間の思い
出が年を重ねるごとに強まってきております。

 中野 　和　（70S）
68才になるところで力仕事してます。身体が引き締まって
きました。10kg減量成功です。

 上島　和彦　（71E）
鳥取県内で人権擁護委員として活動しています。

 友近 　保　（71S）
大学卒業以来およそ45年、母校が今も変わらず年々発展さ
れていることに大きな喜びを感じています。
本当にHappyです。

 寺本　初美　（72S）
私にとって平成30年は大阪北部地震、台風21号と災害の
被害を受けた年になりました。

 は同窓会パーティー、  は支部総会案内に対して
ご返信いただきました内容です。

会員近況報告

2019 年の返信はがきより
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会 員 近 況 報 告

 天野　隆夫　（72S）
変わらず障がい者支援に関わっております。最近は高次脳
機能障がい者の当事者会活動にも関わっています。

 藤井　康弘　（72S）
2018.3月退職、少し休んで11月よりパートで頑張ってま
す。今ボーリングにハマっていて236出ました。元気にやっ
てますよ。

 熱川　恒弘　（73E）
教員を定年退職後、体育系大学で教鞭を執って5年目とな
ります。

 川端　啓方　（73E）
元気に過ごしています。北野田校舎の頃が懐かしいです。

 藤田 由美子　（73S）
昨年は桃大で知り合えた友人との悲しい別れがありまし
た。地方出身者である私が桃大で得た友人、多感な時期を
大切にしてこれたことが今に継がっていると思われます。
これからも好奇心いっぱいで初孫と未来に進んでゆこうと
思っています。楽しい日々を送っていますよ。

 畠山　耕一　（74B）
インターネット配信で予備校を営んでおり、昨年47都道
府県日本全県に教室ができました。現在1930教室、オリ
ンピックまでには2020教室達成したいと頑張っておりま
す。

 木山　千浪　（74S）
また新しく仕事をすることにしました。若い人達と同じテ
ンポの仕事についていくのに必死です。

 石河　博信　（74E）
１月より保護司をすることになりました。ご指導ご協力よ
ろしくお願い致します。

 山崎　泰宏　（74S）
講演案内でラウンドワンの杉野社長が本校卒業生であるこ
とを今回知りました。ラウンドワンは地元にもあり、よく利
用しておりうれしく思います。

 上西　寿一　（75B）
銀行の事務センターで勤務（シニア）しています。いよいよ
年金受給者です。

 日塔　常人　（75B）
年金もらいながらのんびりタクシーの運ちゃんをやっとり
ます。大阪へは毎年不定期月で帰ってます。

 尾崎　昌彦　（75B）
現在タイに住んでおり、コンサルアドバイザーの仕事をし
ています。

 南川　彰宏　（75B）
現在秋田県に在住しており、老人ホームの経営をしていま
す。

 大槻　敏郎　（76E）
いつも会誌アンデレを楽しみにしております。

 牧野 　浩　（76S）
大阪に終の住処を建てました。商品企画からマーケティング
までアドバイスを事業として起業し、通常は浜松にいます。

 山本 八重子　（76S）
還暦が過ぎて色々と自分を振り返る頃となりました。
学生時代が懐かしく時々出合う友人たちとの出会いは大切
な宝物となっています。

 永田　喜久　（77B）
昨年ようやく定年退職となり、今春4月から別の会社で新
生活をスタートします。どこの会社で働こうと桃大で学ん
だ知識は私にとって一生の宝です。

 森山　信明　（77B）
今年で60才ですが人生のひと区切りとなり第二の人生を
どの様にすごすか現在模索中。これからは自分の人生と思
い楽しく過ごすやり方を考え行動しようと考え中です。

 大石　嘉昭　（77B）
2018年の年末2年ぶりに開催した中田ゼミ同窓会。毎回必
ずご出席下さっていた中田名誉教授がご高齢を理由に辞退
されました。悔しさと辛さが込み上げ次回は教授のご負担
の無い範囲で企画し同期生と共にお会い出来ることを楽し
みにしています。

 滝澤　伸時　（77B）
新年会に出席させていただきありがとうございました。同
窓会長、学長をはじめ大学のレベルUPに多くの方々が本気
で取り組んでいる事に大変感謝しております。

 福井　雅章　（77E）
平成30年に還暦をむかえました。その記念に故郷の神社へ
玉垣を奉納しました。東大阪市内の「善根寺春日神社」です。

 新見　寿彦　（78B）
1才3ヶ月と3ヶ月の孫が里帰りで一緒に住んでいます。と
ても元気でパワーをもらっています。二人共に男の子活発
です。小3の女の子の孫はもう大人みたいに話します。

 峰本　明彦　（78S）
益々のご発展を期待します。

 東　 重昭　（78S）
定年退職後も年に２回程ゼミサークル仲間6～7名で飲み
会やってます。

 三木　 保　（79E）
入学してもう40年がたちました。あの頃の新鮮な気持ちを
想い出してこれからの毎日を生きていきたいものです。

 濱名　義昭　（79S）
食肉包装資材関連販売店を独立開業いたしました。

 永原　邦彦　（79S）
現在和歌山県内の美容専門学校副理事長として美容師の卵
の養成に努めております。

 古志野 浩美　（80S）
人生100年時代、仕事と地域活動、子供の就職問題で日々お
陰様で忙しくさせて頂いております。

 は同窓会パーティー、  は支部総会案内に対してご返信いただきました内容です。

14

andrew_vol50.indd   14 2019/11/28   10:18



 橋本　克敏　（81E）
2018年は体調を崩し激痛と戦う日々でした。今迄働きす
ぎて心身共オーバーフロー起こしたみたい。2019年は少
しゆっくり仕事します。会社休めませんしね。

 黒田　正己　（81S）
介護と仕事がなかなか両立できず苦戦しています。

 西村　浩一　（82E）
子供も桃大生となり縁もあって教育後援会本部役員をさせ
ていただいてます。同窓会で桃大生の保護者の方ぜひ教育
後援会活動にご参加下さい。

 小早川 明央　（82E）
自家焙煎のコーヒー豆店、珈琲店をやってます。web販売
も承ってます。

 溝淵　裕子　（82S）
さやま寮82年会の同窓会を催しました。33年間のブラン
クを感じることなく、すぐに女子大生に戻り楽しい時間を
過ごしました。

 松村　勝久　（83E）
先日、登美ヶ丘キャンパス近くを通ることがありふと立ち
止まりました。宣教師館や文サ連、学館がことごとくなく
なっていました。寂しいかぎりです。

 小林　克多　（83S）
転職して3度目の春を迎えます。今年は「国民文化祭」が開
催されます。

 山下　欣宏　（83S）
アンデレいつも楽しみにしております。

 真喜志 義和　（83S）
イエス・キリストを信仰し毎週日曜日には教会へ通ってい
ます。音楽の趣味は今でも続けています。
病になり今でもリハビリをしています。

 石原　 誠　（84S）
40代半ばで学校教員に転身して約10年。毎年多くの教え
子が桃大を受験しています。

 千葉 美智子　（84S）
長女が成人式を迎えました。

 井口 千恵子　（85S）
和歌山に住んで27年ですが支部総会に初参加致します。
とても楽しみにしております。

 澤　 直樹　（85S）
愛娘も桃大生です。卒業必要単位を取得する為に、必死の
パッチになって全力で取り組んで欲しいと切に願います。

 糟谷　和弘　（86E）
卒業して30年。初めて同窓会パーティーに出席させて頂き
ます。年月が経っても帰る場所があることを嬉しく思いま
す。母校に感謝いたします。

 安達　貞夫　（86S）
勤務先の警備員さんに「先生桃大出身でっか？後輩でん
な！」と（笑）昨年の同窓会報に載せて頂いたのを見られた
そうです。

 林　顕太郎　（87S）
宇治市にある社会福祉法人の理事長を引き受けて4年が経
ちました。組織運営の難しさを日々痛感しながら地域に必
要とされる法人となるために頑張っています。

 三宅　胤淸　（87B）
桂文三（かつらぶんざ）なる噺家として地味ながらも活動中
です。

 花登　益子　（88S）
上方落語協会所属　繁昌亭でカープ寄席を主宰してます。

 薮内　雅樹　（88S）
旅行会社和歌山支店勤務（27年目）自宅は狭山ですが和歌
山市内で単身赴任中です。

 馬場 あおい　（89L）
翻訳業に従事しています。日々勉強です。

 杉本 加代子　（89S）
仕事で韓国にいます。

 高安　佳子　（89S）
現役時代から5kgも重たくなってしまったので2019年度
こそは現役時代に戻りたいです。

 伊藤 　綾　（90B）
主婦はなかなか出にくいのでお昼開催だと助かります。

 中川　裕子　（90S）
昨年の同窓会に初めて参加しとても楽しかったのでぜひ今
年もと思っておりましたが、今年は予定が合わず残念です。
来年を楽しみに一年間仕事がんばります。

 中西　紀文　（91E）
後輩が監督をしている柔道部のOB会に初めて出席しまし
た。数年ぶりにOB会長はじめ諸先輩方と歓談でき有意義
な一日を過ごすことができました。今後の部の飛躍を願っ
ております。

 田中　秀和　（91L）
八尾市内で鋲螺製作の会社を経営しております。「ネジ」の
事なら何でもご相談してください。

 窪　 大介　（92E）
昨年度より長年勤めた会社を退職し、母の経営する訪問看
護と訪問介護の会社にて経営の一端を担っております。

 大野　仁美　（92L）
大学の近くを通りかかるたび現役学生さん達の活気ある姿
からパワーを頂いています。私もあの頃のまま、まだまだキ
ラキラしてますよ。

 堀井　勝之　（92S）
創業200年。堺の老舗醤油屋の営業をしています。

 は同窓会パーティー、  は支部総会案内に対してご返信いただきました内容です。
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会 員 近 況 報 告

 坂本 さおり　（93L）
フランス・パリに赴任してもうすぐ2年になります。

 綾木　寛明　（93B）
消防士として22年、救急救命士として16年、消防、救急業
務に従事しております。勤務のため参加できませんが、機会
があれば参加したいです。

 長曽 亜希子　（93S）
本年4月より教頭として小学校で激務をこなしています。
日々充実しています。

 永峯 真希子　（93B）
大学チャペルで結婚式をあげ20年が経ちました。その夫は
ジャカルタ赴任で1人で4人の子供と格闘の日々です。

 清水　浩人　（94E）
2年前に名古屋に居を構え一人目は高校生。二人目も今春
から高校生に。我が家の故郷はとうとう名古屋になってし
まう感じで故郷の京都へ帰れないさみしさを少し感じるよ
うになりました。

 山中 新一郎　（94B）
一代限りの商売も来年で17年。移転して15年。細く長く
やってます。長くやるとその分野で大阪府下でトップクラ
スになりました。

 小島　隆弘　（94B）
趣味で愛知県大府市にてシニア・サッカーチームを運営し
ています。ご縁がありましたら一緒に楽しみましょう。

 藤尾　和孝　（94B）
卒業して21年。昨年、久々に当時の仲間と会いました。今年
こそ皆で集まりましょう。地銀で頑張って働いています。

 左草　直美　（94L）
新しい仕事を始め毎日とても刺激を受け楽しんでいます。

 宮坂　昌吾　（95B）
社会保険労務士をやっております。7月は社労士が一番忙
しい時なので支部総会に出席できず残念です。

 金光　京子　（96S）
2歳の子育て中です。

 加藤 久美子　（97S）
最近40歳になりました。仕事と育児で日々忙しく過ごして
います。

 丸橋　綾栄　（97S）
結婚して現在は大阪に住んでいます。

 後藤　武司　（99E）
大手ITサービス会社を2017年に退職し家業に入社しまし
た。父の下で経営見習いです。
創業120年に向け努力の毎日です。

 飯沼 慎太郎　（99B）
現在バドミントン指導を小中学生対象にしております。20
年目になりました。

 青木　宣親　（01E）
岡山に帰り早10年が経ちました。今年は創業60周年を迎
え、社長交代し3年目。家族も皆元気です。

 山田　直子　（02S）
昨年出産し二人の子育てに追われながら日々過ごしていま
す。

 南 　大樹　（05E）
3月に子供が産まれました。慣れない子育てに苦戦してい
ますが充実した毎日です。

 桶田　杏奈　（07B）
和歌山支部20周年パーティに参加したかったのですが5月
末出産のため不参加となりました。

 平田　恭士　（08E）
元気です。2018年に転職しました。

 土岐　 文　（08L）
子育てに余裕がでてきました。学生時代に夢中になったイ
タリア語を最近また始めています。

 野川　大祐　（08S）
神戸に来て1年がたちます。

 皆川　智苑　（09E）
芸能関係のお仕事をしています。

 嶋田　健汰　（10L）
結婚をし名古屋で就職し過ごしておりますので岡山支部総
会出席は出来ません。

 吉岡　千夏　（10L）
公務員となり楽しく、そして仕事に頑張っている様です。

（母親代筆）

 河合 　剛　（13S）
同窓会実行委員会の皆様、大変お世話になります。社会人2
年目となり今回初めて参加いたします。同期・同ゼミ友人に
も声をかけましたが、積極的な方はみつかりませんでした。

 寺島　圭司　（14E）
整形外科で勤務しながら専門学校へ通っています。

 中野　舞子　（14S）
京都八瀬の四つ星ホテルのフロントでがんばってます。

 山口　駿人　（15J）
社会人1年目、思っていたより忙しい毎日を過ごしてます。
責任感を感じ働いているのもあり、楽しいひとときをと想
い、今回参加致します。

 渋谷　晃寿　（15S）
仕事で沖縄に住んでいます。

 は同窓会パーティー、  は支部総会案内に対してご返信いただきました内容です。
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　卒業生の皆様をお迎えし、恩師や同窓の方々と旧交を深め
る場としてホームカミングデーが開催されました。
　メインプログラムのウェルカムパーティーではタレントと
して活躍中の卒業生タージンさん（E81）による司会進行の
もと、卒業生とご家族など多くの方々が来場され、賑やかな
時間を過ごしました。
　また、同日には「卒業生教育関係者の集い」や「卒業生福
祉関係者（桃福会）の集い」「元プロサッカー選手（卒業生）
による子ども向けサッカー教室」なども開催され、世代を超
えて親交を温め、母校に対する想いを語らう場となりました。

　11 月 15 日（金）、16 日（土）、17 日（日）の 3 日間、第 59 回桃山祭が開催されました。
　学生団体による音楽ライブやダンスイベント、模擬店、人気のヒーローショー、よさこい演舞、大喜
利大会、ビンゴ大会がありました！桃山祭期間限定で学生が運営するアパレルショップ、その他各種コー
ナー、チャペルでの聖歌隊・アカペラサークルによるコンサートや尺八演奏など楽しいイベントが盛り
だくさんでした。
　15 日（金）は人気ユーチューバーのサグワさん、デカキンさんをお招きしトークショーを行いました。
　また、16 日（土）には人気俳優の本郷奏多さんをお招きし、トークショーを行いました。17 日（日）
は国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんをゲストに迎えた講演会が開催されました。
　最後に、後夜祭では毎年恒例の打ち上げ花火も実施されました。

ホームカミングデー 〈2019 年 11 月 17 日〉

第59回 桃山祭 〈2019年11月15日・16日・17日〉
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ホ ーム カミン グ デ ー・ 桃 山 祭 ・ 卒 業 式

　現役（準会員）および卒業生（会員、卒業後 10 年以内の者）で司法、公認会計士等の高度専門職業資格
取得者および、スポーツや文化、社会的に顕著な成績をあげられた方に対して、奨励金（500,000 円）を
給付します。
　詳しくは、桃山学院大学 教育後援会室までお問い合わせください。
　（代）072-554-3131　　　mail：koyu@andrew.ac.jp

〈給付対象者は下記の通りです〉
1． 司法試験合格者
2． 公認会計士合格者
3． その他（スポーツ、文化、社会的に顕著な成績をあげられた方、もしくは団体）

一般社団法人桃山学院大学同窓会 50 周年記念事業
「高度専門職業資格取得奨励金」支給について

　2019 年 3 月 15 日（金）、午前 9 時 30 分よりチャ
ペルにて卒業記念礼拝・学部成績優秀者表彰式が行なわ
れ、午前 10 時 30 分より本学総合体育館メインアリー
ナにて、2018 年度卒業証書・学位記授与式が行なわれ
ました。
　磯晴久学院長と牧野丹奈子学長から、学部卒業生

（1,223 名）・大学院博士前期課程修了生（12 名）に、
門出を祝う言葉が卒業生に贈られました。
　また、授与式後、体育館にて、パーティが行われました。

2018 年度　卒業式・パーティ
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　2018 年 12 月 9 日（日）、同窓会からも助成され、
「第 14 回桃山学院大学ビジネスプランコンテスト」が開
催されました。
　このコンテストは、学生が自ら練り上げたビジネスプラ
ンを発表し審査を受けるというもので、23組の応募があっ
た中、書類審査を通過した学生 11 組 21 名がコンテスト
に出場されました。
　特別審査員や一般審査員（聴衆）、総数 80 人以上の中
で自身のビジネスプランを熱心にアピールされました。
　特別審査員から、様々な質問やプレゼンテーションの講
評、アドバイスが飛び交い、発表者にとって自身のプラン
を再考する有意義な機会となったと思われます。また大勢
の前で発表をすることによって大きな自信につながった
と思います。
　結果は、草田グループによる「旅行の多次元化による社
会問題への解決」 が栄えある学長賞を手にされました。

　草田グループによる「旅行の多次元化によ
る社会問題への解決」が栄えある学長賞を手
にされました。同窓会会長賞を含む各受賞者・
グループは以下の通りです。

【学長賞】
「旅行の多次元化による社会問題への解決」
チーム：草田グループ
　草田　敏生（経営学部経営学科　2 年次）
　戸江　龍壱（経済学部経済学科　2 年次）

【同窓会会長賞】
「新型アルコールチェッカー」
個人：藤本　典子
　（国際教養学部英語・国際文化学科　4 年次）

【教育後援会会長賞】
「DESHIIRI ～後継者マッチングプラットフォーム～」
個人：山本　大河（社会学部社会学科　3 年次）

【審査員特別賞　2 組】
チーム：なつくらい　リターンズ
　津田　夏位　（経営学部経営学科　4 年次）
　中村　涼　　（経営学部経営学科　4 年次）
　木村　友郁　（経営学部経営学科　4 年次）
　武田　宏樹　（経営学部経営学科　4 年次）
個人：吉谷　保乃伽
　（経済学部経済学科　2 年次）

（年次は 2018 年度のもの）

ビジネスプランコンテスト事業への助成

「第 14 回桃山学院大学ビジネスプランコンテスト」受賞者グループ
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ビジネスプランコンテスト事業・課外活動団体奨励金

課外活動団体奨励金

卒業生の経営者による講義

ク　ラ　ブ　名 同窓会援助金 ク　ラ　ブ　名 同窓会援助金 ク　ラ　ブ　名 同窓会援助金
ア ー チ ェ リ ー 部 75,000円 卓 球 部 10,000円 児童文化研究会 オズ 15,000円 
合 気 道 部 50,000円 ソ フ ト テ ニ ス 部 60,000円 軽 音 楽 部 50,000円 
空 手 道 部 25,000円 日 本 拳 法 部 25,000円 吹 奏 楽 部 100,000円 
弓 道 部 25,000円 バスケットボール部 65,000円 フォークソングクラブ 50,000円 
剣 道 部 40,000円 バ ド ミ ン ト ン 部 15,000円 映 画 研 究 会 5,000円 
硬 式 庭 球 部 30,000円 バ レ ー ボ ー ル 部 80,000円 演 劇 部 10,000円 
硬 式 野 球 部 100,000円 ボ ウ リ ン グ 部 55,000円 茶 道 部 45,000円 
ゴ ル フ 部　 　 100,000円 ボ ク シ ン グ 部 35,000円 写 真 部 55,000円
少 林 寺 拳 法 部 60,000円 ラ グ ビ ー 部 65,000円 美術部　アンデレ会 30,000円 
自 動 車 部 90,000円 陸 上 競 技 部 80,000円 会 計 学 研 究 会 5,000円 
柔 道 部 35,000円 レ ス リ ン グ 部 65,000円 将 棋 部 20,000円 
ウェイトリフティング部 25,000円 ア イ ス ホ ッ ケ ー 部 100,000円 チ ェ ス ク ラ ブ 5,000円 
準 硬 式 野 球 部 45,000円 ラ ク ロ ス 部 45,000円 鉄 道 研 究 会 5,000円 
水 泳 部 35,000円 チアリーディング部 20,000円 手 話 部 「 ピ エ ロ 」 5,000円 

体 育 会 各 ク ラ ブ 計 1,455,000円 Ｍ Ｂ Ｃ 学 生 放 送 局 20,000円 
文 芸 部 10,000円 
よ さ こ い 連 　 真 輝 10,000円 
文サ連各クラブ合計 440,000円

2019年度課外活動団体奨励金は、本年度より体育会、文化サークル連合に
登録され、大学等より団体援助金が支給されている45団体（特別強化団体を
除く）に対し、大学査定による援助金配分比率を参考のうえ、対象各団体に
支給いたしました。本年度は、合計189万5千円となりました。

卒業生経営者より、起業時の経験や経営哲学、経営者の視点でみた業界の展望や採用についての話などを幅広く
聞く事により、企業や働く事に対しての興味喚起を促すと共に受験生のキャリアプランの形成に生かしてもらう
ことを目的とする。また、卒業生経営者がどのような学生生活を過ごしていたのか、就職に対してどのように考
え向き合ったのか話してもらい、受講生の学生生活を見直すきっかけにしてもらう。そして卒業生経営者の姿から、
本学の学生であることに自信を持ち、自分自身の可能性を考えさせる。※受講した在校生には､2単位を付与します。

月　日 曜日 担当者名 勤務先・職名等 講 義 テ ー マ

9月30日 月 中川　博之 株式会社関西コレクションエンターテイメント
取締役社長

大阪から世界に発信する
～関西コレクショングループの挑戦から学んだこと～

10月7日 月 北坂　規朗 ノースヒルズ溶接工業株式会社
代表取締役

製造業へ導かれた言葉、営業マンが見た世界とその後の
目的への歩み方   

10月14日 月
（祝） 豊田　剛史 株式会社バイオセラピー開発研究センター

代表取締役 経営における思考とメンタルの切り替え方

10月21日 月 池田　匡志 池田含香堂
6代目 奈良団扇　伝統工芸から考える社会とは

10月28日 月 森　なおみ 株式会社インプリージョン
ツーリズム事業部プロデューサー

～「好き」が見つけられないあなたへ～
「大阪のまち・大阪ワインに出逢えて」

11月4日 月
（祝） 道廣　敬典 ストアーズ・ドット・ジェーピー株式会社　COO

株式会社Cob　代表
自分の人生の創り方
～他人や環境に振り回されず、自身で描き作る人生～

11月11日 月 島 よしのり 声のプロダクション　株式会社キャラ
代表取締役社長 声は武器だ！ ～自己プロデュースで未来を拓け～

11月25日 月 宝楽　陸寛 特定非営利活動法人SEIN
事務局長

縮小するまちの経営「オールドニュータウンのこれから」
～マーケット・団地・まちなか広場　身近なところから考える～

12月2日 月 恩地　宏昌 恩地食品株式会社
代表取締役社長

「シャイニング・ワン」
～人が輝けば自分も輝く～

12月9日 月 尾浦　英香 株式会社エクセルイブ
代表取締役

登校拒否児だった中学生から大学で学んだこと
主婦から賃貸マンションの大家さんを救う満室コンサルタントになるまで

12月16日 月 栗山　圭太 サイボウズ株式会社
執行役員 IT業界で激動の20年を経験して、いま思うこと

12月23日 月 夏凪　一仁 株式会社つくろう堺市民球団
代表取締役 失敗続きの人生～失敗したから今がある

1月6日 月 吉田　謙一 スタイリスト クリエイティブ業界から見るフリーランスという働き方

キャリア教育科目
2019 年度秋学期
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代議員総会

理事会 常任理事会 監　事顧問・参与

（2019年度）

事 務 局 事務局長　奥田 通雄　補佐　渡辺 明徳

会 計 会 計 長　中川 巌　 補佐　畠山 耕一

総 務 委 員 会 事務局長　奥田 通雄 委員長　渡辺 明徳　副委員長　田辺 光廣
委　員　上村 貞雄　浅田 勝弘　広田 和司　石橋 徹也　福岡 恵太

組 織 委 員 会 副 会 長　藤田 一雄 委員長　藪 達敏　副委員長　中居 義朗
委　員　中塚 孝　田中 秀和　（小西池 八寿裕）

事 業 委 員 会 副 会 長　藤原 達治郎 委員長　安田 幹雄　副委員長　住友 厚司
委　員　花 數繁　古澤 留理子　福田 作治　井上 和俊　（出口 孝夫）

広 報 委 員 会 副 会 長　佐藤 淳子 委員長　菊井 孝三　副委員長　小西池 八寿裕
委　員　森川 裕司　宮下 純子　真清田 忠司　西林 克敏　
　　　　中川 良吉　（藤田 茂）

情 報 管 理 委 員 会 副 会 長　藤田 茂　 委員長　新川 達士　副委員長　出口 孝夫　
委　員　粟田 隆三郎　畠山 耕一　田中 久夫　祇園 みどり

財 務 委 員 会 委員長　中川 巖　副委員長　藤田 茂　
委　員　上原 猛　奥田 通雄　畠山 耕一

ブランド力協議委員会 委　員　上原 猛　藤原 達治郎　藤田 茂　奥田 通雄　新川 達士

同 窓 会 懇 話 会 委　員　上原 猛　藤田 一雄　藤原 達治郎　藤田 茂　奥田 通雄

中川 靖平
鈴木 幾多郎
谷 利行
西元 常雄
岡本 博
鷲見 寿司
北原 祥弘

会長　上原　猛

四役及び各委員長 委員長　川西 芳城
　　　　奈良 有造　
　　　　國廣 好行

（　）内兼任

一般社団法人桃山学院大学同窓会　組織図

同窓会 代議員・監事・理事改選のお知らせ

2019 年度　第 2 期　定時代議員総会

本年度は同窓会の代議員・監事・理事の改選年度となります。募集要項は下記の通りです。
詳細につきましては、同窓会事務局にお問い合わせください。
1. 提出期限　2020 年 3 月 31 日
2. 提出場所　桃山学院大学同窓会事務局
 代 議 員　正会員本人の申請、及び代議員の推薦を受けた者（定員 300 名以内）
 監 事　正会員本人の申請、及び代議員の推薦を受けた者（定員 3 名）
 理 事　代議員本人の申請、及び理事の推薦を受けた者（定員 20 名以上～ 50 名以内）
※同窓会活動には、女性の参加がもっと必要です。代議員・監事・理事への立候補、及び推薦をお願いします。
一般社団法人 桃山学院大学同窓会 事務局　大阪市阿倍野区昭和町 3-1-64　TEL.06-6629-0845

　2019 年 5 月 18 日（土）大阪キャッスルホテル（天満橋）において、一般社団法人桃山学院大学同窓会 2019 年
度（第 2 期）定時代議員総会が開催されました。
　総会では、昨年度の事業報告、決算報告及び 2019 年度事業計画、予算計画などが提案され、質疑応答を経て、
すべての審議事項につき承認されました。また同時に新たに 3 名の理事の選任も承認され、新体制で本年度の同窓
会事業が本格的にスタートいたしました。
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定 時 代 議 員 総 会 ・ 組 織 図 ・ 収 支 決 算

収支決算
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会計報告の詳細は同ホームページ上では非公開になっております。



　本学では生涯学習時代の要請に応えるため、1986 年から聴講を希望される方々に本学の一般講義を開放して
います。2019 年度春学期には 577 名が受講されました。社会人の方のみの講座（キリスト教、英語、韓国語、
いきいき健康体操など）も大変ご好評をいただき、聴講生の輪が広がっています。

対 象 原則として 18 歳以上の方

申込期間 2 月下旬～ 3 月上旬（通期、春学期科目）
7 月初旬～ 7 月下旬（秋学期科目）

受 講 料
2019年度

実績

1 科目 20,000 円（半期集中科目および通期科目）
1 科目 10,000 円（半期科目）
1 科目 15,000 円（語学科目）

2020 年度の同窓生の子女に関する入試要領は下記のとおりです（今年度の試験は終了いたしました）。
なお、次年度入試の入学試験要項（願書）は、2020 年 7 月頃を予定しています。入学試験要項（願書）のご
請求やご質問等は、大学入試課までお問い合わせください。

募集人員 ■国際教養学部英語・国際文化学科　■社会学部社会学科　■社会学部社会福祉学科　■法学部法律学科
■経済学部経済学科　■経営学部経営学科　各若干名（※経営学部ビジネスデザイン学科の募集はありません。）

出願資格

下記の（１）から（３）のいずれかに該当する者で、かつ、校友推薦条件に該当する者。
（１）高等学校（中等教育学校を含む）を2018年3月以降に卒業、または2020年3月31日までに卒業見込みの者。
（２）通常の過程による12年の学校教育を修了した者。
（３）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。
【校友推薦条件】 ・桃山学院大学同窓生（在学学生・院生を含む）の子、兄弟姉妹または孫。
 ・桃山学院中学校、高等学校同窓生の子、または孫。
 ・日本聖公会聖職者の子、または孫。
 ・桃山学院専任教職員の子、または孫。

選考方法

学科試験型または小論文型【併願受験可能】で選考します。
※社会福祉学科は、試験日に別途「面接」（100点）を行い総合的に判断します。

【Ⅰ期】 【Ⅱ期】

試験地
大阪（梅田）、大阪（難波）、大阪（堺）、奈良、和歌山、
金沢、米子、岡山、高松、高知、那覇
※社会福祉学科志願者は、大阪（堺）のみ

桃山学院大学、大阪（梅田）、奈良、和歌山、岡山、高松
※社会福祉学科志願者は、桃山学院大学のみ

スケジュール
出 願 期 間：2019年11月1日（金）～11月5日（火）
試 験 日：2019年11月11日（月）・12日（火）
合格発表日：2019年11月20日（水）

出 願 期 間：2019年11月19日（火）～12月2日（月）
試  験  日：2019年12月7日（土）
合格発表日：2019年12月17日（火）

◎校友推薦入試での入学者は、入学金が半額に減免されます。
　 お問い合わせ 　大学入試課　☎ 0725-54-3245（直通）

全問マークシート方式により、下記2教科（各60分）で選考します。
調査書重視方式は調査書を点数化します。（スタンダード方式受験必須）
外国語の外部試験利用制度（みなし得点制度）が利用できます。

学科試験型

学科試験型

調査書重視方式

小論文（60分）と、学科試験型と共通の入試問題（1教科60分）で選考します。
外国語の外部試験利用制度（みなし得点制度）が利用できます。小論文型

小論文型

＋

＋トータル
275点 満点

1日あたり2学科まで出願可能

1学科のみ出願可能

スタンダード方式での志望学科（コース）を、下記の受験方式に出願することができます。

英語 100点

小論文 100点
英語 100点　国語 100点（古文・漢文除く）　数学 100点

下記から1教科 選択

スタンダード方式の得点 調査書（評定平均値×15）75点

高得点重視方式 トータル
300点 満点 スタンダード方式の得点 高得点教科 2倍

国語 100点（古文・漢文除く） または 数学 100点
※2教科とも受験した場合、高得点教科を採用します。

と の併願受験も可能

＋トータル
200点 満点

※3教科とも受験
　した場合、高得点
　教科を採用します。

小論文方式
※小論文方式のみの受験可

３
方
式
併
願
可

スタンダード方式 トータル
200点
満点受験必須

（ ）

2020 年度　社会人聴講生制度

大学からのお知らせ・校友推薦入試

※募集要項等の資料をご希望の方は下記まで
　FAX、電話、E-mail にてご連絡ください。

〒 594-1198 大阪府和泉市まなび野 1-1
桃山学院大学エクステンション・センター
TEL. 0725-54-3131（代表）
FAX. 0725-54-3294
E-mail : exkoukai@andrew.ac.jp
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大 学 から の お 知 ら せ

　2018 年 12 月 16 日付
　社会学部 社会学科
　　Raoul Cervantes 准教授

　2019 年 3 月 31 日付
　経済学部　経済学科 森本　壮亮 准教授
　社会学部　社会学科 上野　淳子 准教授
　国際教養学部　英語・国際文化学科 南出　和余 准教授
　経済学部　経済学科 西川　憲二 特任教授
　経済学部　経済学科 梅本　哲世 教授
　法学部　法律学科 高橋　ひとみ 教授

　桃山学院大学は、1959年に昭和町キャンパスにて開学
以来、現在は経済学部、社会学部、経営学部、国際教養学部、
法学部および大学院文学研究科、経営学研究科、経済学研
究科、社会学研究科を有し、在学生約7,000名を擁する総
合大学として教育・研究活動を推進してまいりました。
　今日、社会・経済・文化等のグローバル化が急速に進展し、
変化の激しい時代の中で大学が果たさなければならない使
命は益々高まっています。
　本学では、社会からの要請に応えるべく、更なる教育・
研究条件の充実と環境の整備等を目的とした寄付の募集を
行っております。
　つきましては、是非とも寄付金制度の趣旨をご理解いた
だきまして、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

学校法人桃山学院	 理事長	 出田　善蔵
桃山学院大学	 学長	 牧野　丹奈子

◆教育振興資金について
【目　　的】教育・研究条件の充実と環境の整備等
【募集金額】1口 1万円（本年度募集額3,000万円）
【申込方法】以下のいずれかの方法により、お申込みください。
（1）インターネットによるお申し込み
　　（クレジットカード決済等）
http://www.andrew.ac.jp/gakuin/contribution/index.html

（2）所定の払込取扱票によるお申込み（銀行、郵便局より）

◆その他のご寄付の種類について
　上記のほか、昭和町キャンパス新校舎建設（周年記念事
業）のためのご寄付や、クラブ活動支援のためのご寄付
なども受け入れております。詳細は、同封のパンフレット
「学校法人桃山学院へのご支援について」をご覧ください
（払込取扱票も同封しています）。
　※本学へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。

敬弔・物故会員リスト
　　　　　（敬称略　順不同）

65E　加守田　芳秋 71E　石黒　純二 79E　森　勝彦
66E　朝倉　義行 71E　中島　豊 81E　柿沢　則夫
66E　山田　正治 71S　藤本　英夫 83B　神垣　弘

59E　尾花　清司 61E　岸本　博 66S　石賀　利明 71S　松村　昇 84E　永田　一太
59E　林　宏幸 61E　久保　昭男 66S　二宮　進 72E　川上　清司 85B　田中　尚治
59E　原本　 幸 62E　大西　克彦 67E　岸本　通 72E　中谷　徳治 85E　佐原　和典
59E　藤原　清一郎 62E　清水　忠 67E　長生　知彦 75B　和田　修一 86S　桑原　千鶴子
60E　天野　直和 62E　宮崎　進 68S　田中　理 75E　有村　圭造 96E　平井　隆夫
60E　奥村　博亮 63E　岡野　勇治 69S　前山　治批郎 75S　西河　広一 99S　渡邊　由貴
60E　南埜　逸雄 63E　森本　康次郎 70E　藤澤　正巳 78E　松下　慶太 00L　福井　幸男
60E　山本　洋一 64E　村井　勝彦 70E　山本　博明 78E　松野　宏 00S　佐久間　一樹
61E　奥　哲朗 64E　李　慶高 70S　佐田　亨 79E　宮井　隆 09E　鈴木　拓己

※2018 年 7月〜 2019 年 6月にご連絡いただいた会員の皆様を記載しております。

2019年 11月 30日（土）、学院逝去者祈念礼拝が大学チャペルにおいてしめやかに行われました。
礼拝において逝去された方々のお名前が読み上げられ、安らかな眠りに就いた本学院関係者への追悼の言葉を述べ
られました。逝去された方々の魂の平安と、ご遺族の上に深い慰めが神から与えられますようにお祈りいたします。

退任のお知らせ

桃山学院大学へのご支援のお願い

敬弔・物故会員
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2019 年 9 月現在

名　　称 氏　名 学籍 名　　称 氏　名 学籍 名　　称 氏　名 学籍

アーチェリー部 阪上　豊治 73E バレーボール部 折目　捷之 60E 写真部 佐々木　敏博 76E

合気道部 森田　清郎 88B ハンドボール部 不　明 将棋部 森本　　衛 64E

アイスホッケー部 片山　哲弥 59E ボウリング部 渡嘉敷　献 72S 書道部 古畑　良平 66E

アメリカンフットボール部 恩地　宏昌 82B ボクシング部 黒川　雅己 74E 吹奏楽部「桃吹会」 糸山　卓志 65E

ウェイトリフティング部 安田　幹雄 74B ラグビー部 坂口　　徹 72E チェスクラブ 高木　敏之 72E

空手道部 菅川　永次 73S レスリング部 西尾　秀明 67S 釣研究会 木村　  優 75E

弓道部 西出　博美 73B ワンダーフォーゲル部 中村　公章 80E 鉄道研究会「永進会」 外山　雅英 71E

剣道部 西山　一夫 72E ソフトテニス部 瓦林　幹雄 61E 美術部 藤本　明彦 78E

硬式庭球部 南口　健一 73E 卓球部 藤本  裕三 74B フォークソング部 永易　幹章 72S

硬式野球部 東　久仁夫 70E ラクロス部 川上　陽一郎 92E 落語会 早川　　亮 98S

ゴルフ部 奥中　敏之 65E チア・リーディング部 不　明 桃大教職員アンデレ会 鈴木　幾多郎 61E

サッカー部 菊井　孝三 85S 軟式テニスサークル双葉会 角野　信隆 74S 尼崎市役所「桃進会」 不　明

山岳部 山本　　肇 63E Ｅ．Ｓ．Ｓ 寺田　敏彦 71S 桃陵会 武内　浩志 80E

少林寺拳法部 平田　勝則 74E 囲碁部 新川　達士 74E 求裕会 ( 岸本ゼミ OB 会） 清水　惣治 83S

自転車部 岩田　義明　 67E Ｓ．Ｃ．Ａ 市村　　昭 61E 桃倉会倉橋 橋本  和幸 66S

自動車部 黒中　克己 67S 映画研究会 鮎川  正義 61E 桃福会 荻本　文人 78S

柔道部 矢追　正典 81S 演劇部 多々納　斉 74S 経済同友会 中島　郁英 59E

準硬式野球部 中塚　　孝 72S グリークラブ 浅田　昌宏 77E 金剛コロニー 田中　祥隆 72E

水泳部 不　明 軽音楽部 多賀谷　昱男 61E 登美ヶ丘寮の会 本多　康房 59E

スキー競技部 陸田　泰孝 68E 広告研究会 近藤　雅宣 76E 経済研究会 石橋　　豊 62E

日本拳法部 藪　　達敏 71E 古美術研究会 御前　敏一 64E 社会保険労務士桃大会 川原　　実 72E

バスケットボール部 佐山　修一 77E 詩吟部OB・OG連絡会 古澤　留理子 69S P　N　A 不　明

バトミントン部 子師　信広 75B 茶道部 杉山　公成 77E 桃税会 本多　弘之 74S

★ご連絡をされる場合は事務局までお申し出ください。TEL.06-6629-0845（代）

【活動主旨】
1. 各団体の活動の更なる活性化に向け、各団体の活動実態の情報を共有し自団体の発展に役立てる。
2. 現役学生に対して課外活動全般の側面的支援を行い大学のブランド力向上に寄与すること。

【第 5回　OB・OG団体連合会　総会】
2019 年　9 月 28 日　大阪キャッスルホテル

　第 5 回 OB･OG 団体連合会総会が 2019 年 9 月 28 日 16 時より大阪キャッスルホテルにて開催されました。
　初めに OB･OG 団体連合会事務局長楠原由朗氏が、司会となり本日の総会が本会加盟有効団体数 65 団体の 1/3
以上の定数を満たし成立することを報告し、本総会の開会を宣言しました。
　また、総会総出席者数は、各団体出席者総数 43 名に、来賓・同窓会役員・団体連合会役員を加え合計 57 名でした。

OB・OG団体連合会
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O B・O G 団 体連合 会・同 窓会パーティ

2019 年度　同窓会パーティ 講演会のお知らせ

2019 年 2月 16日（土）スイスホテル南海大阪にて桃山学院大学同窓会パーティが開催されました。

第 1部の特別講演会では本校卒業生の杉野公彦氏（株式会社ラウンドワン代表取締役社長）より「未来をつむぐ人々
へ伝えたい想い」というテーマで講演。約 190名が参加されました。

ダンスサークル SSC「無限遠征隊」ロック・ヒップホップ・ブレイクダンスや、少林寺拳法部による演武が行われました。

	開催日	　2020年2月22日（土）
	会　場	　スイスホテル南海大阪8階	白鳥の間
	受　付	　16：30～　　　	講演会	　17：00～18：30
	参加費	　無料　※定員に達し次第、入場制限をさせていただきます。

	開催日	　2020年2月22日（土）
	会　場	　スイスホテル南海大阪8階	浪華の間
	受　付	　18：30～　　　	開　始	　19：00～
	参加費	　5,000円

同窓会パーティを開催いたします。
ご多忙中とは存じますが、この機会を
ご利用の上、是非ご参加くださいます様
ご案内申し上げます。

	講　演	　
大塚国際美術館
常務理事

田中	秋筰	氏

一 部

二 部

同窓会パーティ講演会

2019年度　同窓会パーティ
豪華賞品

多数！

抽選会あり

二 部

2018 年度　同窓会パーティ

一 部
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