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■同窓会会長挨拶 社会の変化への対応
I 

一般社団法人桃山学院大学同窓会

上原 猛（70E)

会長

Profile 

1950年大阪市北区生まれ、3人兄弟の末っ子

1969年上宮高等学校卒業

1970年桃山学院大学経済学部入学

体育会 少林寺拳法部在緒

2000年桃山学院大学同窓会 理事就任

各委員会委員長、副会長を歴任

2013年桃山学院大学同窓会 第8代会長に就任

2018年 一般社団法人桃山学院大学固窓会

代表理事（会長）就任

現在に至る

家族：5人

趣味：スポー ツ全般（現在はゴルフが中心）・旅行・読書

モット ー ：明る＜、元気に楽しく

その他：私の兄も桃大(64E)、長女も桃大(985)

1990年よリ10年間、桃山学院大学体育会少林寺拳法部

OB会会長歴任

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。

桃山学院大学同窓会は、 1963年4月1日に発足して以来57年を経過し、 発足から現在に至るまで、 そ

の時々の大学関係者、 同窓会会員、 代議員（幹事）、 同窓会理事の皆様に支えられ、 会員数も55,000名を

超える大きな組織となりました。

本会は、 法人格（一般社団法人） を一昨年に取得し、 名実ともに社会的侶頼を得られる組織となり、 更な

る責任と変革が求められると認識いたしております。

今期は、 組織改革の一環として従来の事務局体制から、 理事の中から選出した専従事務局員を配置し、 同

窓会会員、 学校法人、 大学、 同窓会を取り巻く諸関係団体への関係構築の強化を図って参ります。

さらに、 より充実した組織運営が実行できる様に、 今期より4名の女性理事を含め、 7名の新理事の方々

を迎え入れ、 活動して頂いております。

また、 2030年前後には、 少子化により、 大きく大学運営に影響する種々の問題が生じると予想され、 本

会の運営にも影響することが想定されます。

本会も今すぐ取り組む事項を着実に実施していくことが必要であり、 そのためのより充実した組織運営を

もって対応していきたいと考えております。

今年2月から世界各国に影響をもたらしている、 新型コロナウイルスにより、 本会においてもその感染拡

大防止のため、 毎年開催している同窓会パーティと全国支部代表者会議の中止、 代議員総会も文書による決

議に変更を余儀なくされ、 また緊急事態宣言発令中には、 同窓会理事会も文書、 メ ールによる審議に変更と

いたしました。

今後、 ウィズコロナヘと社会がシフトしていく中で本会もそれに適応した体制を構築せざるを得ません。

その為には、 同窓会に関わっておられる皆様の更なるご理解・ご支援・ご協力が必要であります。

本会の更なる飛躍と存続、 桃山学院大学の発展のために努力を惜しまぬ所存です。

今後ともよろしくお願いいたします。
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同窓会会長挨拶「社会の変化への対応」

学長挨拶「価値を生み出す人を育てる」
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会員近況報告

活躍するOB·OG

OB·OG団体連合会

第 3期定時代議員総会・臨時代議員総会・組織図

役員紹介
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■ 学長挨拶 価値を生み出す人を育てる
I 

桃山学院大学 学長

牧野 丹奈子
Profile 

学 歴
1984年 3月大阪大学工学部環境工学科卒業（工学士）

1986年 3月大阪大学大学院丁学研究科前期課程修了

（環境工学専攻）（工学修士）

2004年 3月大阪大学大学院経済学研究科
博士（経営学 ）取得

学会および社会における主な活動

1986年4月株式会社東洋情報システム（硯TISI樹）入社

1990年4月桃山学院大学経営学部助手
1991年10月桃山学院大学経営学部専任講師
1997年4月桃山学院大学経営学部助教授

2003年4月桃山学院大学経営学部教授（～現在）
2008年4月桃山学院大学経営学部長(~2010年3月）

2013年4月桃山学院大学経営学部長(~2015年3月）

2016年 5月桃山学院大学学長（～現在）

●学会

社会・経済システム学会、組織学会、日本経営学会、日本情報処理学会、経営情毅学会

●社会における主な活動
2001年4月大阪府雇用・能力開発機構運営協議会会長（議長 ）（～2005年3月）

2001年4月近畿瞭業能力開発大学校推進協議会委員(~2005年3月）

2008年2月大阪市こみ焼却場整備・配置計画検討委員会委員(~2008年9月）

2009年4月社会・経済システム学会 理事(~2017年3月）

2010年4月財団法人和泉市産業・観光振興会理事(~2013年4月）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆様には、 心からお見舞い申し上げます。 1日でも早く新

型コロナウイルス感染症が終息し、 平穏な日々が戻ることを祈っております。

本学では、 学生の命と健康を守るために、 この春学期の全ての授業を遠隔授業としました。 秋学期からは

対面授業も始まりましたが、 遠隔授業も続けております。 それでは、 今後、 桃山学院大学の授業はどこを目

指すのか。 少しご説明させて頂きたいと存じます。

この春以降、 新型コロナウイルス感染症対策のために、 多くの人がリモートワ ー クを体験しました。私も

その一人です。 オンラインを通じての打ち合わせや共同作業では、 やはり微妙なニュアンスが伝わらなかっ

たり、 また場の空気を読むのが難しかったりと、 いくつかの課題を感じました。 しかし同時に、 多くのこと

がリモートワ ー クでできることも実感しました。 企業の社員アンケートにおいても、 リモートワ ー クに対し

て 「やってみると意外と支障なく働ける」、 「浮いた通勤時間が自由に使える」 といったような声が挙がって

おります。 また、 リモートワ ー クの成果を見て、 都心のオフィスを引き払い、 地方へ移転する企業もあらわ

れております。このように、これまで当たり前だと思ってきたことが当たり前でなかったと気づくことが多々

ありました。 今後、 新型コロナウイルス感染症が終息しても、 働くスタイルが以前の形に 100％戻ることは

ないでしょう。

このように働くスタイルが変われば、 当然、 仕事の質も変わってきます。 満員電車に乗って会社に行き、

会議や書類作成をこなし、 また満員電車で帰宅する。 この行為そのものが仕事だという考えはもはや通用し

ません。 働くスタイルは自由だが、 価値を生み出さなければ仕事の意味がない。 そのような考えが浸透する

でしょう。 これからの社会に求められるのは、 価値を生み出す人材です。

したがって、 本学においても、 価値を生み出す人材を育てていきたいと思います。 そのためには教養と専

門知識の教育がまずは重要となります。 また、 コミュニケー ションする力やコラボレー ションする力を養う

ことが重要となります。 これらの力を身につけることを意識しながら、 対面授業や遠隔授業といった形態を

上手に組み合わせていきたいと考えており、 2021年度以降の桃山学院大学の授業をつくるためのプロジェ

クトも始めました。

これらの取り組みを進めてまいりますので、 今後ともどうぞよろしくお願い致します。

17 就活用証明写真支援事業・奨励金制度

18 ビジネスデザイン学部

19 大学からのお知らせ 校友推薦入試
・社会人聴講生制度

20 退任のお知らせ 支援のお願い
敬弔・物故会員

21 会計報告

22 プレゼント・同窓会パー ティ中止について

＇

 



■昭和町キャンパス 新校舎 聖テモテ館
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�t. T i 兜テモテ（1世紀。「神を敬う者」の意）は、小アジア、リストラの出身。

. Timothy母ユニケはユダヤ人、父はギリシャ人。使徒パウロによって第2回宣
教旅行巾に見いだされ、以後宣教師として彼の手足となって共に働く。

新約兜書にパウロが伯頼厚いテモテに宛てたとされる二通の手紙がある。エウセビオスによれば、
小アジアのエフェソの最初の司教に若くして任職されたといわれ、若人の学び舎である桃山学院に

ふさわしい。桃山学院発祥の地、大阪川口居留地に最初に建てられた教会名にもテモテの名が冠
されている。 1月26日が記念日
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2020年8月29日竣工

大阪市阿倍野区／桃山学院中学校高等学校に隣接

■ 1F 礼拝堂

国産の木材にこだわった、椅子や床、家具が素朴な重
厚感があって、落ち着く空間で素敵です。

照明や窓からの光が、優しく見えるのも、good。
桃山学院大学の卒業生が制作した すばらしいステン

ドグラスもありました。エントランスホ ー ル正面にあ
るモニュメントもそうですが、制作に携わった方の人
となリや思いを聞くことで、たいへん意味のある もの
として伝わってきました。

旧教会が写っている建築前の風景

エントランスホ ールの陶板モニュメント「環」
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桃山学院 聖アンデレ礼拝堂 ステンドグラス



広報委員2人のお勧めのスベースを紹介します。

■ 9F BDLオフィス
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■ 8F レクチャ ー ＆ワ ークショップルー ム
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ガラス張りの教室やカ ー テンで区切られた教室。

”
 ■ 7F 教員研究室
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■ 4F ラ ー ニングコモンズ

今回、 新校舎の見学をさせて頂いて、 ありがとうございました。 私達の時代と掛け離れた感覚、 価値観に驚く事が多かったです。 コロナ禍で

はありますが、 「アンデレ」「同窓会HP」などで桃大の良さを、もっと発信できたらと思います。 保護者世代の人たちにも、見ていただきたいです。

竹内千奈美(87B)、 野村真紀(89L)

4~9階がビジネスデザイン学科専用フロア（※学科の内容は 18ページをご覧ください） ＇
 



■昭和町キャンパス(1959~1971) ■登美丘キャンパス
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(1966~1995) ■和泉キャンパス(1995~ )
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九州支部 熊本支部

香川支部

贔

ヽ

f

広島支部
支部長川上ひろ子 795
事務局長山中宏司75B

会員数944名

愛知支部

支部長品川保夫 69S
事務局長福間孝75S

会員数320名

高知支部 但馬支部

但馬支部
支部長宮谷正弘 74E
事務局長久木田憲彦795

会員数164名

北陸支部
支部長山岸靖彦 74E
事務局長山本利幸82E

会員数748名

岡山支部
鳥取支部

支部長高木肇 815

事務局長黒し田 lヨヨ， 815 

会員数376名

山口支部
支部長森山朗 85E

事務局長汗淋寸靖則845

会員数288名

イ ‘

九州支部
支部長平田美鈴 795

事務局長中川晶子 985

会員数634名

大分支部
支部長 田嶋清 70E
事務局長田北日出喜815

会員数129名

徳島支部
支部長藍原正昭 86E
事務局長内田明子77S

会員数434名

支部長 吉井本 80B

事務局長 gざ宅剛 82S

会員数108名

．
愛媛支部

支部長白方長廣 69E
胄務局長立川次夫77B

石丸友也 92E

会員数384名

高知支部
支部長田部紀 87E

事務局長ガd野智明77E

会員数301名

＇



東京支部

愛知支部
支部長永易幹章72
稟務局長木本佳秀83

東京支部
支部長森永英一 76B
事務局長含令オこ当尾イ圭子785

会員数 1,578名

滋賀支部
支部長容田寛之75E
事務局長三宅渉太92E

会員数455名 1 本部・支部一覧

鳥取支部

静岡支部
支部長齋藤至74E
事務局長坊i正女届2 75B 

会員数227名

ー一 ｀香川支部
支部長本多正人79E

：務局

ば

;8閲
B

―和歌山支部
支部長出嶋貞82E
稟務局長清水雅司87B

会員数2,411名

本 部
会員数 28,966名

岡山支部
S O百I巴しA偵IJJ匹AれH窯会とJIii“'

設立10周年記念式典

卒業生総数 76,051名
同窓会会員数 55,394名

2020年10月現在

本部 1大阪府、兵庫県南部、京都府、奈良県

北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、
東京支部群馬県、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、

北陸支部1 福井県、石川県、富山県 I 愛知支部I 愛知県、岐阜県、三重県 I

静岡支部［せ邑旦□ 滋賀支部 滋賀県 和歌山支部F面云国冨

但馬支部 兵庫県北部 広島支部

山口支部 山口県

香川支部

鳥取支部

徳島支部

高知支部［邑邑旦□ 大分支部 大分県

九州支部1福岡県、長崎県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

一般社団法人桃山学院大学同窓会では、会員の皆様の交流を活発にしていただくた
め一県一支部の支部設立推進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。

http://www.andre-alu.org/about/branch/
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■島田清治(59E)
忘れられ、 自ら忘れし青春が初日の出のごとしアンデレ

50（少しずつ思い出が蘇って来 た）

■吉原 清治(59E)
来年は傘寿！！ まだまだの心境です。月に2~ 3度のゴル
フ、飲み会、近辺ドライブ、何事もポジティブに。

■東 晋（60E)
卒業以来半世紀以上が過ぎましたが今でも学生時代のこ
とが懐かしく思い出されます。 今は地域でのボランティ
ア活動を通じて多くの方々と交流、 楽しい毎日を過ごし
ています。

■嘉村 健彦（60E)
2001年定年退職直後始めた大阪北区での社会福祉関係の
ボランティア活動を続けています。

■太田 郁男（61E)
2015年に不安性狭心症の手術を受けるも現在小学校にて
校務士と新聞の朝夕刊の配達をしています。土日祭日に
は学童野球の手伝いをしております。

■香村 邦男（61E)
令和2年春桃大を卒業する孫と桃高3年になる孫がお世
話になっておリます。時の流れをしみじみ味わう年令に
なりました。

■十川 裕之（62E)
中小企業の経営コンサルタントを続けています。

■小梶 正太郎(62E)
62オで退職後スポ ー ツウエルネス吹矢を始め14年、今で
は5段師範となり、 地域の方々約150人の吹矢サー クル
を指導しています。

■附野 茂樹（62E)
アクリル絵画を毎日のように描いています。働いていま
せん。

■本田 繋（62E)
元新聞局の先輩さん達の近況知りたいが情報の取り方分
からず残念。 卒業後58年目覚醒の感！

■前田 正文（63E)
平成17年3月に岸和田市立小学校を退職後、 市内の旭小
学校にて教育支援者として頑張っています。

■高桑 ー史（64E)
大病はないものの腰痛老眼その他ガタが来 ています。 講
演の講師田中氏は同期でこれからもガンバッテ下さい。

■中村 俊則（64E)
初めての参加他のクラブのOBの方々と交流が楽しみです。

■藤塚 富三郎(64E)
創部60周年記念事業グリー クラブ OB の会約80名の参
加ありました。 初代会長松本氏はじめ1 期生 から80 まで
集いました。

剛田村 邦彦（65E)
示都の不動産会社にて現役のフルタイムで働いておリます。

■村田 義和(65E)
アンデレ49号クラブ紹介の頁に掲載された先輩と卒業
後 50 年振りにお会いしました。 当時を思い出しなつかし
かったです。

■川根 輝明（65E)
来月1月で74歳となりますが今年は剣道七段に昇段し又
ソフトボールでは市代表として「ねんりんピソク和歌山大
会」に参加して大いに交流を深めることができました。

■奥野純生（65E)
毎日冗気に過こ‘しておリます。 機会あれば昭和町に行き
たいですね！

■川原 淳佑（66E)
昨年7月に故郷徳島に53年ぶりに帰りました。

■深谷憲司(66E)
社交ダンスの講師をしながら元気に毎日を楽しんでいま
す。

■堀田 信二(66E)
シルバ一人材センター でのパー トタイマ ー、 ボランティ
ア（外国人への日本語支援、 老人ホ ー ムでのマジック）活
動をしています。

■北岡 憲二（66E)
硬式庭球部数人が集まっています。(0B1966年前後）

■原田 孝重（66E)
ウォ ー キングを毎日しながら元気に暮らしています。

■和嶋 周一郎(66E)
能登半島突端の母校に行く機会が有り掲示板に当 大学の合
格者2名が掲出されていましたのでうれしく思いました。

■尾崎 洋子(66S)
昨年は日本三大神宮（鹿島・香取・伊勢） への参拝が叶
いました！健脚に感謝しています。

■江田 浩三(66S)
卒業して 50 年昨年 60 周年記念コンサー ト田渕さんの
フィドル楽しませていただきました。 同世代及びその上
の方々多く参加されてなつかしく思いました。

■乾 慎一色7E)
「森林インストフクター 」の資格を取得し、 現在森林管
理局と共に、 学校の「環境体験学習」の活動を、 大阪•
兵庫でしております。 詳しくは大阪森林インストフク
ター 会のHPにて。

■小寺 卓明 （67E)
毎月大学の OB 現役合同練習に参加しています。 剣道も
仕事も現役です。

■松田 卓（67E)
同窓会の活発な活動に対して嬉しくかつ心強く思います。
益々の発展を期待しています。
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■萱村 直司(67E)
35 年住み慣れた亀岡を離れ大津に引越ししました。琵琶
湖でのんびりします。

■池田 敏治(68E)
この間還暦を迎えたと思ったのにもう古希を迎えてしま
いました。学生時代の授業を受けてる時間は長いと思っ
たのに年を取るのは早いものです。

■粟田 隆三郎 (68E)
アー チェリ一部の監督を引き受けて早や5 年目 70オを
過ぎ現代の若者との文化や考え方のギャ ップを感じる毎

日です。

■荒木 勝英（685)
久しぶりに北野田の寮にいた福岡、今治、香川、岡山の
仲間と、4月に宮島で再会する予定です。

■伊藤 洋二(685)
スペイン語を受講したのがきっかけとなりメキシコを中
心に約20 年以上の海外生活を経験でき今も古希を迎え
ましたが現役で1 年の半分を海外に飛び廻っております。

■吉田 照（69E)
現住所の終の棲家で平成31 年 4 月から完全隠居生活に
入リました。

■高田 昭典 (695)
元気です。そろそろ終活を始めますかね！

■小室 恵蔵（70E)
福津市に移住して 5 年目になり、シルバ一人材センタ ー

で現在障害者ディサ ー ビスの送迎運転手で元気にゴルフ
代を稼いでいます。

■笠原 和二（70E)
奥泉ゼミ、虹ヶ丘荘·桃友寮で過ごした皆さんお元気で
すか。

■高木 素子(705)
10 代の頃から取り組んできたライフワ ーフ「献血」でも
タイムリミット 69オ、現在67オです。今迄32 6回献血
しました。残り少ない年月頑張ります。私のプライドです。

■木田 幸男（705)
卒業後はじめての参加です。現在 70 オになりまだ東京
で現役です。講演会や卒業生の活躍を肌で感じられるよ
い機会だと思い参加を決めました。卒業後金沢大学大学
院修了で理学博士を取得しました。

■近藤 和久（71E)
銀行を退職し香川県琴平町金刀比羅宮大門前にて家業の
甘酒茶屋を経営しています。

■石原 憲治（71E)
当日は仕事の為出席できませんが学生時代の事がよみが
えりタイムスリップした様な楽しい時間があリました。
皆様のご健康をお祈りしています。

■佐々木 雅恒（71 S)
懐かしいお誘いありがとうございます。当方 w 介護の厳
しい現実に直面しております。より一層介護に専念でき
るよう本年をもって年賀状を書くのをやめました。少し
でも時間に余裕を持たせたい今この一念です。

■岡部 昌弘（72E)
今は毎日土いじリとゴルフに頑張っています。どちらも
なかなか思い通りにはいきません。

■川嶋 勲（72E)
学籍番号を空で言えるのが不思議であります。

■寺本 初美（725)
退職して早や3 年自分の趣0未友達同士で食事会等日々楽し
く生活しています。和泉キャンパスヘ一度行きたいです。

■森本敏昭（725)
和泉市に移転してから初めて構内に入りました。北野田
時代と比べ本当に大学という環境に感激しました。
カフェの女の子（桃大生）が谷村新司氏を知らないこと
に時代の流れを感じました。

■浦木 正美（73B)
42 年間勤務した銀行を退職し現在就活中です。2月1日
には大学同窓会鳥取支部新年会に出席します。

■久門 謙友（735)
昨年 3 月に硬式庭球部創立60周年記念パー ティに参加
し卒業以来 42 年ぶりに諸先輩とお会い出来楽しい時間
を過ごす事が出来ました。後輩諸君の活躍を祈っており
ます。

■生島 庄司（74B)
いつも同窓会会誌アンデレを楽しみにしております。桃
大卒業生の頑張リを嬉しく思います。

■新川 達士（74E)
囲碁部で最近学生に囲碁を教えています。メンバー が集
まらず大学対抗戦になかなか出られません。

■池上 明（745)
同窓会北海道支部を作るというアンケ ー トがありました
がいかがでしょうか。作って欲しいです。

■尾崎 昌彦（75B)
40 年間の海外勤務を終え2019 年 2 月に帰国しました。
現在中国系の金属原料商社で働いています。引続き国際
化をめざしてがんばっています。

■平賀 清司(755)
2019 年 11月 30 日柔道部の総会に初めて参加、その後
先輩後輩達と飲食楽しかったです。

■大島 幸生 (755)
毎回アンデレを見て当時を振り返る。心の余裕がそろそ
ろできるかな。

＇

 



■前出 敦夫 (76B)

倉敷市の交通事故相談員として勤務が 12 年目となりま
した。40 年を経ても大学と登美ヶ丘寮を思い出します。
新型コロナウイルスのワクチンと特効薬が早くできるよ
う願っています。

■大橋 浩之 (76E)

最近はまた薬師寺の写真を撮っています。 東塔の大修理
がほぼ終わり 9年ぶリに西の京の風景が復活しました。

■森岡 啓二 (76E)

配置薬販売業をして 20年目です。

■大石 嘉昭（77B)

まった＜専門外の『電気通信工事施工管理』という本 を
2019年度に弘文社より出版しました。 現在改訂3 版を
作成中です。

■北村 和也（77B)

堺市に住んでいますが自分が学生の頃の校舎は初芝立命
館中高に、 和泉学舎は近くですが想い出がないので訪ね
ることはありません。 久しぶりに大学の学食でA定 食べ
たいものです。

■森山信明（77B)

昨年12月に近況載せて頂きました。同窓会も60オになっ
たので友だちも誘いたいと思っております。 幹事様宜し
くです。

■橋本 裕二 (785)

令和1年12月末をもってサラリ ーマン生活が終えました。

■東 重昭（785)

会員近況報告いつも楽しみに見ています。 あのころに戻
れるタイムトンネルあればと願っている嘱託社員です。

■後藤 功一 (79E)

今年 60 オになります。 病気の影響で 2013年に 30年間
所展した会社をリストラで退職しました。

■北田 保（79E)

私事ですが 2020年 6月で還暦を迎え定年退職となりま
す。 パー ティ ーでは 1 人でも多く79Eの方とお会いした
いと思います。

■塩飽 信之（795)

広島の同窓会パー ティ ーに参加して来 ました。 同門の二
オイ楽しかったです。 神戸に同窓会支部がないのが残念
です。

■平 雅一 (80E)

来年7月に定年を迎えます。 人生 100年時代。 定年後ど
んな人生になるのか。 今 の関心事です。

■橋本 克敏（81E)

いよいよ 2020年 3月で娘も大学を卒業し 4月から社会
人となります。 父親としてもホッとしています。 私もま
だまだ頑張らねばと思っています。

■北田 元（81E)

本年 9月に体育会ラグビ一部創部 60年を迎え、 次の70
周年80周年と盛会に継続されます様に。

■竹山 真一（815)

介護福祉士をしております。

■西村 浩一 (82E)

同窓会鳥取支部でご活躍の815黒田氏は教育後援会山陰
支部長として現役学生・保護者にもご尽力いただいてま
す。 仲間ができて心強い限りです。

■長田 英昭（83E)

現在奈良でコロッケ店をしております。 百貨店催事、 イ
ベントetc数多く出店しています。

■松村 勝久（83E)

登美丘キャンパス時代、 文サ連の学館や宣教師館で朝ま
で飲み明かしていたのを懐かしく思い出します。

■西村 邦弘（835)

2019年ラグビ一部も創部 60 周年となりよくここまで続
いてきたもんだと思います。 現役にはがんばって欲しい。

■光田 孝（845)

昨年初めてホー ムカミングデーに参加させていただきま
した。 いい意味で「赤っぽくない」キャンパスに驚きま
した。 大きなボー ド「00反対」などなく。

■石塚 正志（845)

保育士養成の専門学校教員として大学非常勤講師として
励んでいます。 小学生～高校生への車椅子体験やレクリ
エー ションの講師をすることもあります。恩師の宮本先生
とは同志社女子大学で時折会って楽しく話しておリます。
来月には孫ができおじいちゃんになる予定 です。

■清井 邦晃（86B)

今年で卒業後 30 年になります。 当時の卒業アルバムを
見ているとみんなどうしているのかな？年が経つ程気に
なってきます。年明けインフルエンザにやられました。
皆様もご注意下さい。

■ 曽田 博幸（86E)

日本発のサー ビス『お絵かき水筒』展開中。 作った人も
もらった人も見た人もみんなが笑顔になるサ ー ビスで
す。 『お絵かき水筒』で検索してみて下さい。

■岡田 邦彦 (865)

年に一度同級生たちと同級生の経営する店で集まること
が定例となりました。 それぞれの活躍にびっくりするこ
とばかりです。

■三宅 胤清（87B)

噺家、 五代目桂文三（かつらぶんざ）として寄席を中心
に活動しております。

＇

 



■鈴木 剛（87E)
近畿大学にて 28 年間働いています。 母校の桃山学院大
学は本当に自由でありながら規律を重んじたすばらしい
大学だと実感いたします。

■岸谷 英昭（88B)
いよいよ息子も中学3 年生です。 しっかり自分の道を歩
んでほしいですね。

■比嘉 克久 (88E)
和歌山県本社のIT会に勤務しております。 2019年4月
～本学より2名新卒で入社してもらっています。

■高安 佳子 (895)
去年5kgやせると宣言しましたが、 あと2kgが達成でき
ませんでした。 引き続き頑張るゾー！

■三輪 雅子 (905)
次女が同窓生になる事が決まりました。 春には桃大生。
私の通ったキャンパスとは違いますが入学式に一緒に門
をくぐるのが楽しみです。

■小笠原 亜友美 (905)
息子は中学生、 娘は大学4回生で大学院入試と教育実習
の日々。 自分も大学院進学を考えています。

■馬屋原 陽子 (905)
広島の田舎生活に慣れてきました！たまに大阪へ帰ると

人に酔いそうです。 大学時代がなつかしいです。 みなさ
んお元気ですか。

■ 阿久根 恭子 (91B)
お陰様で大病を患うこともなく元気に過こ九しております。
娘も大学生になりました。

■古屋 宏将（92E)
us」のオ ープンから飲食の仕事をしてます。

■田上 裕章（92S)
家業に入って20年熊本に帰って20年。 同窓会熊本支部
にも顔を出しています。

■野田 嘉彦（93S)
卒業後一度も大学へ行っておりません。 機会があれば
寄ってみたいです。

■ 山本 恵美子 (935)
結婚し地元奈良で市役所の社会福祉士として働いています。

2人の息子も4洋校を卒業しました。

■平野 麻実（935)
主人と出会ったこの大学に今 は娘も通っています。

■ 山中 新一郎 (94B)
人生山あり谷あリですが、 谷があればあとは上がるだけ

です。 一歩踏み出せばOKです。

■佐々木 宏之 (95E)
社会学部のプログラムが南港堺シュライクスのサポー ト
を野球場で行なわれると伺い、 応援席から拝見。 丁寧な
はたらきの桃大生が新鮮でした。

■西 康佑（96B)
介護福祉士として生計を立てておリます。 パー ティは神
戸であれば行くのですが。

■田北 淳（96E)
3 年前に家を建て鉄道模型の趣味のため屋根裏部屋も設

置しました。 模型の計画が壮大すぎていまだ全線開通に
は至りません。

■佐々木 伸介 (965)
四万十市で未就学児3人と楽しく暮らしています。

■ 山中 洋一 (965)
介護の事業を起業して早6年。

■長島彩（97E)

毎日家事と育児と仕事に追われています。 今年は上の子
が大学受験です。 自分が大学に通っていた時の楽しい思
い出を思い出します。

■松尾彩生（97E)

桃山学院大学を卒業したことは誇りに思ってます。

■戸田 潤造（975)
今年もホームカミングデー に行きました。

■高橋 美千子 (995)

堺生活8 年目となります。 大学の近くに住んでいて、 学
生生活が懐かしくなります。 みんな元気かなぁ。 私もも
うすぐ母になります。

■西田 琢己（05」)

大阪—東京—札幌と転勤族となっており、 大学にはご無
沙汰しております。

■南北 玲奈（06E)
ボクシングサークル仲間が立ち上げたガラスコ ー ティン
グの会社をお手伝いしています。 会社のレンタルスペー

スで整体を行い癒し手としても活動しています。

■正木 奈穂（06L)
就職してもうすぐ丸10年です。 これからも向上心を持っ
て頑張っていきたいと思います。

■坂東 侑樹（075)
毎日仕事に子育てに慌ただしい生活を送っています。

■谷口 弘和（08E)

地元の役場に転職しました。 元気にやってます。

■土岐 文（08L)

先日イタリア語劇を観に行かせていただきました。 これ
までの集大成と呼べるような内容で学生たちゃ先生方の
熱意に感動しました！！
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■活躍するOB•OG 株式会社国華園 代表取締役会長 岸脇 淳介(65E)

私は、1969年に本学経済学部を卒業し、 家業である花と食品

などを扱う国華園の経営を担うこととなりました。

我が社は、 昭和2年の創業で、 天皇家の家紋にもなっている

「菊」 の品種改良とその販売を主とした業務を行うことを家業と

して取り組むことから始まり、 はじめは趣味の延長での生業で

した。

私の代になり、 何とかこの家業を本格的な商業ベー スにのせ

るべく、多角的な方向性を模索してまいりました。

菊こそが我が社の顔であり、看板であることは、先に説明した

通りですが、それだけでは、 会社の先はないと思い、和洋を問わ

ず他の花も扱い、 また果物をはじめとしたあらゆる食品、 それ

に、 ホ ー ムセンターで販売しているような多種多様な商品も扱うようにしました。そのおかげで順調

な業績をあげ、現在に至っています。

そして、私が手掛けた一番の変革は通信販売です。カタログを制作し、それを配布して、注文を受け

る、この方法は今でこそ主流の商法ですが、私が始めたころは、全く一般的ではなく、文字通り暗中模

索の中、 手探り状態でこれを何とかものにしようと頑張りました。カタログの制作も業者まかせにせ

ず、写真の撮り方から、レイアウト、色の出し方まで、妥協を許さず追及してきました。

カタログ販売においては、 それが命というところがあります。例えばそれを業者にまかせてしまう

と、売リ手の自分自身のイメ ー ジとは全く違うものができ上がってしまう、それは、販売においては致

命傷になることなのです。

現在は、印刷物からネットの世界にその舞台は変わってきてはいますが、そのウェブ上のカタログ

の制作についてもやはり自社で行っています。そうでなければ、 購買者の目を引くものはできないと

私は考えています。

日本の国花は桜と言われていますが、天皇家ゆかりの菊こそが、国花（国華）であるとの考えから、国

華園と命名して、今日まで菊を極めることが、我が社の使命であると考え、精進しているところです。

毎年、 我が社主催の菊の品評会とそれを含めた展示会「日本菊花全国大会～高松宮妃記念杯～」を行

い、 今年で 37回目となり、 全国津々浦々からの参加をいただいておリます。 本年は1 0月20日～11

月23日までの間、その「日本菊花全国大会」を本社において行いました。コロナ禍の中ではありました

が、たくさんの関係者の方々にご参加いただき、また、たくさんのお客様方がご覧になるために来てい

ただき、いつにも増して賑わいを見ることができ、安堵しています。

私は現在、 学校法人桃山学院の監事をさせていただいています。母校の発展のために一助にでもな

ればと引き受けさせていただきました。

今までも、大学に対してはいろいろと意見を呈してきま

したが、これからも、物言うOBとして、経営者としての見

地からどしどし進言を行い、母校が向上するようにと願っ

ています。皆様方のお知恵を拝借しながら、 どうすれば我

が母校桃山学院大学が名実ともに知れ渡リ、より充実した

未来に向かって発展していくのか、もっともっと考えてい

こうと思っています。
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■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カ向上に寄与すること。

■役職紹介
OB •OG団体 氏 名 学 籍 所属団体連合会役職

会 長 恩地 宏昌 82B アメリカンフットボール部

副会長 佐藤 定義 66E 少林寺拳法部

副会長 岩田 義明 67E 自転車部

事務局 楠原 由朗 74E 日本拳法部

書 記 佐々木 敏博 76E 写真部

会 計 鳥飼 弘之 725 ウェイトリフティング部

幹 事 畑山 浩之 90B 剣道部

幹 事 山本 栄二 94E サッカ一部

■加盟団体及び代表者名 2020年11月現在

----ロ
アー チェリ一部 阪上豊治 74B ハンドボール部 不明 将棋部 森本 衛64E

合気道部 森田清郎 88B ボウリング部 渡嘉敷献72S 書道部 古畑良平66E
アイスホッケ一部 片山哲弥59E ボクシング部 黒川雅己74E 吹奏楽部「桃吹会」 糸山卓志65E
アメリカンフットボー）浦恩地宏昌82B ラグビ一部 坂口徹 72E チェスクラブ 高木 敏之72E

ウェイトリフティング部安田幹雄 74B レスリング部 西尾秀明67S 釣研究会 木村 優 75E
空手道部 菅川永次73S ワンダー フォ ーゲル部芝清ー 72E 鉄道研究会「永進会」外山雅英71E
弓道部 西出博美73B ソフトテニス部 瓦林幹雄61E 美術部 藤本 明 彦78E

剣道部 西山 一夫72E 卓球部 藤本裕三 74B フォ ークソング部 永易幹章72S
硬式庭球部
硬式野球部
ゴルフ部
サッカ ー部
山岳部
少林寺拳法部
自転車部
自動車部
柔道部
準硬式野球部
水泳部
日本拳法部

南口健一 73E ラクロス部 ）1止陽部92E 落語会 早川 亮98S
東久仁夫70E 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
奥中敏之65E 軟式テニスサークル双葉会角野信隆74S I l k-崎市役伊斤「木兆進舌知 不明
菊井孝三8551 I E. 5. S 
山本 肇 63E 囲碁部
兵藤 優文83EI I 5. C. A 
岩田義明67E 映画研究会
河野真一郎89B 演劇部
矢追正典815 グリークラブ

中塚 孝725 軽音楽部
不明 広告研究会

藪 達敏71E 古美術研究会
バスケットボール部佐山修一 77E

I I
鷺播会（詩吟会）

バトミントン部 子師信広75B 茶道部

寺田敏彦 715 桃陵会 武内浩志80E
新川 達士74E 求裕会（岸本ゼミOB会）清水 惣治835
市村 昭61E 桃倉会倉橋 橋本和幸665
鮎川正義161EI I桃福会 所 正文187S
多々納斉745 経済同友会 中島郁英59E
浅田昌宏77E 金剛コロニー 田中祥隆72E
竹内賢一 67E 登美ヶ丘寮の会 本多康房59E
近藤雅宣76E 経済研究会 石橋 豊62E
御前敏ー 64E 社会保険労務土桃大会川原 実72E
為貴健司77EI IP N A 不明
杉山公成77E 桃税会 本多弘之1745

バレーボール部 1折目捷之|60E| 1 写真部 1佐々木敏博|76EI
■ご連絡される場合は同窓会事務局までお申し出ください。 TEL.06-6629-0845（代）

※不明及び連絡が取れない代表者を含みます。
2020年度の総会は、 コロナ感染拡大防止のため、 中止いたしました。

＇

 



戸F戸芹 2020年度 第3期定時代議員総会 FF日目FFF
新型コロナ感染予防のため、 「2020年度（第3期）定時代譜員総会」は、その審議、 議決を 「書面によ

る議決権行使」に変更することにし、実施しました。

2020年4月27日に全代議員に議案書を発送しました。

議案の内容は、2019年度の事業報告、決算報告、役員人事、定款および会計規定の改訂、2020年度

事業計画、予算計画等で、審議賛否返信期限の同年5月26日に集計した結果、賛成多数で今回の議案

全てが承認されました。

『『『『『『『
『『『『『『『

2020年度 臨時代議員総会 『『『『『『『
『『『『『『『

現行の会費徴収規定に加え、入学時における入会率の向上と徴収方法の効率化を目的として、

I. 2021年度入学生に適用する新会費徴収制度（案）および、II. 2022年度入学生以降に適用する新会

費徴収制度（案）を定めた2規定を新たに提案するため、臨時代議員総会を開催するにあたり、本年度の

定時代議員総会と同様に、審議、議決を「書面による議決権行使」による採決とすることになりました。

2020年10月7日に全代議員に譜案書を発送しました。

審議賛否返信期限の同年11月6日に集計した結果、賛成多数で今回の議案全てが承認されました。

げげ： ー般社団法人桃山学院大学同窓会組織図日目「日「
(2020年度）

代議員 総会
l 

l 

会 長 上原 猛

副会長 藤田一雄
副会長 藤原達治郎
副会長 藤田茂
事務局長奥田通雄
会計長 中川巌

三
中川靖平
西元常雄
鷲見寿一

西林克敏
福岡恵太

鈴木幾多郎
岡本博
北原祥弘
石橋哲也

理 事会 常任理事会 監事会

谷利行I 四役及び各委員長

＿＿―-―-―-―| 財務委員会 I 
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

代表川西芳城
奈良有造
國廣好行

総務委員会

委員長 渡辺明徳
副委員長 菊井孝三
委 員 上村貞雄

広田和司
北田元

事業委員会

委員長 井上和俊
副委員長 田辺光廣
委 員 花 敷繁

大谷富美代

山崎幸治
赤井佳奈子

組織委員会

委員長 藪達敏
副委員長中居義朗
委 員 中塚孝

田中秀和
篠崎正

広報委員会

委員長 小西池八寿裕
副委員長真清田忠司
委 員 森川裕司

祇園みどリ
竹内千奈美

野村真紀

情報管理委員会

委員長 粟田隆三郎
副委員長出口孝夫
委 員 畠山耕一

田中久夫

＇

 



四 役

会長 副会長 副会長 副会長 事務局長 会計長

上原 猛（70E) 藤田 一雄 (62E) 藤原達治郎(65E) 藤田 茂（77B) 奥田 通雄 (70E) 中川 巌（85E)

I 総務委員会 I

総務委員長 総務副委員長

渡辺明徳（70E) 菊井孝三 (855)

I 事業委員会 I

総務委員会委員 総務委員会委員 総務委員会委員

上村貞雄 (70E) 広田和司 （80B) 北田 元 (81E) 

事業委員長 事業副委員長 事業委員会委員 事業委員会委員 事業委員会委員 事業委員会委員

井上和俊（735) 田辺光廣（77B) 花数繁（69E) 大谷富美代（72E) 山崎幸治（935) 赤井佳奈子 (985)

I 組織委員会 I

組織委員長 組織副委員長

藪 達敏（71E) 中居義朗 (70E)

I 広報委員会 I

― - - •一＇一·—-『一

組織委員会委員 組織委員会委員 組織委員会委員

中塚 孝（725) 田中秀和（91L)篠崎 正（72E)

広報委員長 広報副委員長

小西池i\寿裕（70E) 真清田忠司（755)

I 情報管理委員会 I

広報委員会委員 広報委員会委員 広報委員会委員 広報委員会委員

森川裕司（715) 祇園みどり（93B) 竹内千奈美（87B) 野村真紀（89L)

.... 

情報委員長 情報管理副委員長 情報管理委員会委員 情報管理委員会委員

粟田隆三郎（68E) 出口孝夫（755) 畠山耕一（74B) 田中久夫（795)

＇

 



『『『『『斤
『『『『『斤 就活用証明写真支援事業

本年度の新たな試みで現役学生への支援活動の一環
として、 就活用証明写真の製作に関して同窓会が支援す
るという企画（ 撮影、 制作に関わる費用は、 同窓会が負担
し、プリントに関しては、安価で学生に提供する。）で、2020
年11月 11~13日の三日間、本 学マ ーガレット館におい
て、写真部OB有志の協力のもと、撮影を行いました。

コロナ禍、密を防ぐため、本会ホ ームページ内に撮影予
約サイトを設け、 あらかじめ予約をしたうえでの撮影とい
う形式にしました。また、消毒、シールド等、 コロナ対策も
万全に行いながらの撮影となリました。

『『『『『『『
『『『『『『『

注人

大学同窓会

大学の授業がリモ ー ト中心で、対面授業が少ない中、多i支援事業
くの学生にご利用いただきました。

第2弾として、 2021年1月にも撮影期間を設ける予定
です。

ににににF, 2020年度課外活動団体奨励金の執行中止について FFににに
課外活動団体奨励金制度は、 体育会、文化サークル連合に登録される全団体（特別強化団体は除く）

に更なる活動を支援・奨励する目的をもって、 活動実績に基づき大学が査定した援助金配分比率を参
考に、 本会が支給する奨学金制度です。同窓会では、 旧制度の体育会系を中心に競技実績による配布
制度をリニュ ーアルし、昨年度よリ実施しています。

本年度は新型コロナウィルスの影響を受け、 学生の入構が禁止され、 すべての団体活動が停止され
ました。現在、条件付きの範囲で一部活動を再開した団体はありますが、まだ正常な状態にありません。
大学の本年度援助金は、使途内容を限定した支給としました。
本会理事会は、この結果を受け「2020年度課外活動団体奨励金」の執行中止を決定しました。

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

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 大学庶務課までお問い合わせく ださい。
（代）0725-54-3131 mail : shomu@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）

＇

 



ここは学びとビジネスの交差点。

ここから、未来を切り開いていくんだ。
価値観が変わり始めた、今 、 この時代．

あべのBDLだからこそ学べる、ビジネスデザインがある。

企業人と学ぶ
I ビジネスデザイン学科で身につく3つの力 】

企業人と 一 緒に学ぶ問題解決型授業をはじめ、

起業、事業継承、社会ビジネスなど

企業人、実務家教員から直にリアルなビジネスを

学べます。華道・茶道、将棋、イラスト思考など、

この学科独自の教養・文化科目で

クリエイティブ思考も伸ばせます。

BD学科生による
学科紹介動画です。

アントレプレナ ー （起業家）としての素養と実行力を持つ人。

企業内で新ビジネスを立ち上げるイントラプレナ ー （社内起業家）や社会起業家。

企業内で

新しいビジネスを

企画・提案できる人

新しいビジネスを

企画・提案できる人

企画力を持った

公務員・NPO職員

など

既存事業を

継承し、

改革できる人

＇

 



2021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は、2021年7月頃の完成を予定しています。入学試験要項のご謂求やご質問等は、大学入試課
までお問い合わせください。

■ ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科※現在は経営学部ビジネスデザイン学科 ■経営学部経営学科
募集人員 l ■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 各若干名

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2019年3月以降に卒業、または2021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（特別支援学校の高等部修了者 、高等専門学校の3年次修了

者）、または2021年3月31日までに修了見込みの者。
(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。

出願資格 l ※文部科学省の指定による調査書を提出できない場合は、調査書重視方式に出願できません。
【校友推薦条件】・桃山学院 大学同窓生 （在学生・院生を含む）の子、兄弟姉妹もしくは孫。

・桃山学院教育大学同窓生 （在学生）の子、兄弟姉妹もしくは孫。
・桃山学院 中学校 、 高等学校同窓生の子、もしくは孫。
・日本聖公会聖職者の子、もしくは孫。
・桃山学院 専任教職員および名誉教授の子、もしくは孫。

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）を行い総合的に判定します。

全問マーワシー ト方式により．下記耳＂斗（各60分）で選考します，
駐軋恥炸唱 m・紐方式は調査を点数化します4スタンダー ド方式受験必須l |1日あたり2字科まで出願可能 I

外菌語の外蔀試験利用制度（みなし得点制度）が利用できます口

スタンダード方式
,.曙ヨ

し

点

）
 

タ
〇
点

-

0
沼

ト
2

口＋ 1（ぎ色琴i.

選考方法

I スタンダード方式での志望学科を下記の蝉方式に出願することができます。 1 

スタンダー 岳式の得点 l+[..1匹碍冒75況1"百如15)
]

スタンダー 杓ち式の得点
冨得点鑽科

2倍

·:::�-と一の併鵬暉も可能 I
試駿型と共通の入試問題(1敦科60分）で遺考します．

ます。 | 1学科のみ出願可能 I

下記から 1教科選択 鳩311.flとも雙蒙
+I立100...1ユ記 100」ュ：S．

【1期】
和泉キャンパス、あべの BDL、大阪北、大阪南、奈良、

試験地 l 和歌山、米子、岡山、広島、高松、高知
※社会福祉学科志願者は、和泉キャンパスのみ
出願期間：2020年10月19日（月）～10月28日（水）

スケジュ ール1試験日：2020年11月12日（木）・13日（金）
合格発表日：2020年012月1日（金

【II期】

和泉キャンパス、 あべのBDL、 岡山
※社会福祉学科志願者は、 和泉キャンパスのみ
出願期間：2020年11月27日（金）～12月9日（水）

試験日：2020年12月19日（土）
合格発表日：2020年012月25日（金

◎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。 閂□『マ界1 大学入試課0725-54-3245（直通）

-------------· 2021 年度社会人聴講生制度―------------·
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。
2020年度は多くの授業がオンラインでの開講となる中、計178名の方が新しい形で提供される授業を聴講されてお
リ「コロナ禍でも充実した学びが出来ている」「かえって理解が深まる」とのお声を頂いております。

募集に関するご案内はエクステンションセンタ ー

のホームページでご確認ください。
〒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 
Email : exkoukai@andrew.ac.jp 

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）
8月初旬～8月下旬（秋学期科目

受講料 1科目22,000円（半期集中科目および通期科目）

匹醤度）
1科目11,000円（半期科目）
1科目16,500円（語学科目）

＇



退任のお知らせ

| [2020年3月31日付］ I 
経済学部経済学科 北野 友土准教授

社会学部社会学科 宮本 孝二教授

経営学部経営学科 谷口 照三教授

経営学部経営学科 山本 順ー 教授

国際教養学部英語・国際文化学科串田 久治教授

国際教養学部英語・国際文化学科佐野 明子准教授

法学部法律学科 瀧澤仁唱教授

法学部法律学科 吉見 研次准教授

| [2020年9月30日付］ I 
経営学部ビジネスデザイン学科 浅田 孝幸教授

桃山学院大学へのご支援のお願い

桃山学院大学は、 キリスト教精神に基づく 「世界の市
民」の養成を教育理念として、 1959 年に昭和町で開学し
ました。 「世界の市民」とは、 どの国に暮らしても、 そこ
に住む誰とでも協働できる人です。 現在では、 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、 経営学部ビジネスデザイン学科と4つ
の大学院研究科を擁する文科系総合大学となり、 これま
でに 7 万人以上の卒業生を社会に送り出しています。

グローバル化や情報通信技術の進展の急速な社会的変
化の中にあって、 新型コロナウイルス感染症は、 世界的
規模で人々の生活に大きな影響を与えました。 このよう
な不確実で正解のない時代の中、 教育は柔軟な対応が求
められる一方で、 時代を超えて変わらない価値を継承す
ることも大切な役割です。本学は、社会から求められる「世
界の市民」を養成し続けるため、 更なる教育・研究環培
の整備と充実を目的として寄付の募集を行っております。

何卒、 本制度の趣旨をご理解いただき、 皆さまのご支援・
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

また、 上記のほか、 新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う支援やクラブ活動支援のご寄付もございます。 詳細
は、 M封の 「学校法人桃山学院へのご支援について」を
ご覧ください。

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/gaku in/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）
※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）

60E 安田 憲治
60E 石橋 秋仁
60E 谷口 成夫
60E 吉内 敏浩
61E 大浜 紀之
61E 横手 弘行
62E 井上 徹
64E 西田 均
65E 岩本 桂介

敬弔・物故会員

＊紅ロニ：
＊

敏大昭ネ＊紅口言：：喋

65E 高木 智治 74S 林 文代 Aト
66E 小野 吉宏 76B 泉 雅章
66E 南雲 武美 76E 畠中 隆好
67E 越智 保 77E 浪田 芳男
67E 笠本 司郎 80E 中山 雅雄
67E 上辻 直樹 825荻野 泰
69E 田伏 喜信 865 城戸 秀行
69E 津川 薫 93L 西村 幸子
69E 藤本 茂 97E 福本 樹優

＇
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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。



今後の「アンデレ」紙面づくりの為、

こ‘意見•こ感想をお寄せください。

タオルサイズ：78X34cm

【応募方法】
ハガキに①住所、②氏名、③学籍番号、④新企画案（桃山川柳等）、

⑤こ意見・ご感想、をご記入の上、下記住所にお送りください。
抽選で100名の同窓会会員にプレゼントします。

【応募メ切】
2 021年1月31日（日）まで

【発 表】
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

【住 所 】

〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3丁目1-64

一般社団法人桃山学院大学同窓会 プレゼント係

※個人情報・ハガキは、 プレゼント期間終了後に適切 に廃棄いたします。
`9-

ハガキ記入事項

①住所

②氏名

③学籍番号

④新企画案

⑤こ‘意見・ご感想

2020年度(2021年2月予定）同窓会パー ティはコロナ感染症拡大防止のため中止

いたします。

2019年度同窓会パー ティ(2020年2月22日開催）は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、開催直前での

中止といたしました。講演会・パー ティを楽しみに参加予定されていた会員の皆様には、ご迷惑をおかけし、残念

な結果となってしまいましたことをお詫び申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症は、まだまだ収束の兆しは見えていません。

このため2020年度同窓会パー ティ(2021年2月開催予定）は、準備を進めていましたが、感染拡大予防ため、

本会10月開催の理事会にて、中止を決定いたしました。

会員の皆様には、誠に申し訳なく、残念なご報告をしなければならないことを、お詫び申し上げます。そしてこの

エネルギーを次回の開催に向け、十分に発揮できるよう取り組んでまいります。

＇
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