デジタルガイドブックのご案内

龍谷大学校友会の活動内容、OB・OG紹介、校友のお店、特典情報については

デジタルガイドブックより詳しくご覧いただけます。ぜひアクセスしてください。
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校友会各種SNSの登録をお願いいたします。

校友会では、同窓会に関するイベント情報や母校の様子を各種SNSで発信しています。
各種SNSのフォローをお願いいたします。

また、公式LINEからは住所変更などの手続きも簡単にしていただけます。

ようこそ
龍谷大学校友会へ
─ 卒業すると同時に校友会員になります ─

龍谷大学校友会事務局（総務課）

〒612-8577
京都市伏見区深草塚本町67
TEL.（075）645-2015 FAX.（075）645-2017

E-mail koyu@ad.ryukoku.ac.jp
ホームページ https://ryukoku-koyukai.jp/
受付時間 9：15～17：00（土・日・祝及び大学一斉休暇日は休業）

目的意識と熱意を持って
邁進してください

ゆるっとがんばるぐらいが
丁度いい

1987年にヤマハ発動機株式会社へ入社し、以来オートバイの営業・電動アシスト

自転車“PAS”の商品企画などを経験。現在はグループ会社である“ヤマハ発動機販売

株式会社”に出向し代表取締役社長を務めています。日本国内のヤマハ発動機製品の
マーケティングと販売、アフターサービス等を担っています。

学生時代からメーカー志望でしたので、ゼミで製造業に関する研究テーマに取り組

みました。学生時代は部活（軽音楽部）やバイトばかりしていましたが、ゼミだけは真面

目に打ち込んでいた記憶があります。この経験が入社試験や面接で大いに役立ちまし

た。また部活もいわゆる“組織”ですから組織の中で活動する経験や熱意を持って取

暗くならない、最後まで諦めない、と心がけています。また私の場合は、オートバイや
ヤマハブランドが好きでこの会社に入ったのですが、会社やブランド、仕事に愛着を持
つ大事さも併せて付け加えておきます。

の無常を知り、紆余曲折を経て現在は行政書士をしています。あまり馴染みのない

職業ですが、在留許可や営業許可の申請、起業支援コンサルタントなどが仕事の主な

内容です。顧客の半数は外国の人や企業です。言葉や習慣の壁に苦労しつつも、毎日
自分の世界が広がるわくわく感を感じながら、卒業時には思いもよらなかった今を
けっこう楽しく生きています。

未来には良い事がたくさん待っています。期待してください。だけど、残念ながら人

だから、
『 ゆるっとがんばる』それぐらいが丁度いいと私はいつも思っています。皆

さんの未来になるべくたくさん良い事がありますように。ゆるっとがんばりましょう！

じ

ち

1989年

自分で選んだ
夢と道を信じて諦めないで

卒業生
からの
メッセージ

子どもへの福祉に関心があったので、臨床福祉学科に入学し、BBSというサークル

では支援が必要な子ども達に携わりました。卒業後、就職した塾講師の仕事は楽しく
順調でしたが、ふと「本当にしたいことをできているのか？」と考えたのです。臨床福祉

の場へ進んでいった大学時代の仲間のように、僕も学んできたことを生かして昔から

の夢であった地域医療・福祉の最前線に立ちたいと思い、医者を志し、海外（ブルガリ
ア）の医学部に留学しました。

医者になれたという結果だけを切り取れば、成功者かもしれません。しかし、ここま

で失敗と困難の連続でした。その度に、自分の夢や目標をしっかり持って頑張ってい

る友人たちの存在や、
「自分で選んだ道と場所なのだから諦めるわけにはいかない」
という気持ちで乗り越えてきました。

簡単ではありますが、僕が心がけている3つのことを紹介させてください。参考にな

れば幸いです。

①応援してくれる人を持つ
大切にしてください。

自分が失敗した時に寄り添い支えてくれる人に感謝し、

②“ふわっと”した夢や目標を持ち続ける

具体的だと、壁にぶつかった時に心が折れ

てしまいます。大人になっても夢や目標を持ち続けるのは意外に大きなエネルギー
が必要ですから、楽しむことを忘れないでください。

③夢や目標に向かう過程を尊ぶ

勝ち負けの結果だけが重要視される風潮を感じま

すが、目標を達成できなかったとしても、その過程で得た経験は必ず未来の自分の
糧になります。努力した自分を沢山たくさん褒めてください。

これから社会で活躍される皆さんも、苦しい壁に直面することが必ずあります。

医師
し

校友会職域支部
士業・専門職グループ支部（龍志会）支部長

ろう

鈴木 史郎 さん

その時、その道が自分の夢に続くものならば、是非諦めずに叶えてください。いつも皆
さんを応援しています。

校友会職域支部 士業・専門職
グループ支部（龍志会）
での活動

学生時代（野外活動部）

ご卒業おめでとうございます。それぞれの思いを胸に新しい一歩を踏み出そうとさ

れておられることと思います。私も14年前に皆さまと同じ気持ちで龍谷大学を卒業い
たしました。

皆さまは海外にお寺があることをご存知でしょうか。私は在学中に海外への興味が

あり、卒業後にアメリカ合衆国の浄土真宗本願寺派ハワイ開教区へ赴任しました。
言語、文化が違う中で毎日が新しいことの連続で、仕事に付いていくのに精一杯でし
た。その中で支えになったのが友人、先輩後輩の存在です。仲間の支えがなかったら
私の現在はないと思います。在学中にできた友人、またこれから校友会活動を行う中
でできるご縁を大切にしていただけたらと思います。

私には仕事のときに心がけている言葉があります。仏説無量寿経の中にある「和顔

愛語」です。
「表情はやわらかく、言葉はやさしく、相手のこころを汲み取ってよく受け
入れる」という意味です。

仕事が忙しい時は眉間にシワが寄ってしまい、言葉にも棘が出てきます。言葉に

出した後に後悔することもありました。忙しいという言葉は「心を亡くす」という意味

だと聞いたことがあります。私が現在の職について先輩から言われたことがあります。
それは「誰かが訪ねてきたときに忙しいという言葉はなるべく使わないようにしたほ
うがいいよ。」ということです。何気ない一言が相手との繋がりを断ってしまうことも
あります。

言葉は人の心を暖かくもします

が、また傷つけることもあります。
相手のこころを汲み取り受け入れ

浄土真宗本願寺派
ハワイ開教区 開教使
校友会海外支部 ハワイ支部 事務局長

ることのできる龍谷大学の卒業生
として、新しい世界へ飛び立ってい

ほう

かれることを念じております。

じょう

West Kauai Hongwanji Mission

とも

北條 朋 さん
2008年

クリスマスにおこなわれた総回診

法学部卒

相手のこころを汲み取る
コミュニケーションを大切に

社会学部卒
ブルガリアの救急車

あき

泉 千晶 さん

イベント会場にて

経営学部卒

き

行政書士

いずみ

ヤマハ入社当時

1

す。明日は今日よりいい日になるという根拠のない確信と希望しか持たずに卒業を迎

する術はありません。そして、懸命な努力がいつも正しいという保証もありません。

石井 謙司 さん

2002年

卒業はバブルがはじける直前、世の中全体がふわふわしたムードに包まれていまし

生は良い事だけではなく、つらい事も同じくらいあります。誰にも未来をコントロール

ヤマハ発動機販売株式会社
代表取締役社長

すず

価値のあるものは人との繋がりだと確信しています）。

えた私は、その後の人生で挫折を知り、自分の努力だけではどうにもならない世の中

モットーは、
「熱く 明るく 諦めず」です。困難な時こそ熱意は大事です。そして決して

1987年

に、この時の友人達とは卒業後30年以上たった今もまだ続いていて、大学で得た最も

も図れません。例えば「物を売る」という仕事ですが、
「儲けること」と「社会貢献」では
な仕事に就くと思いますが、この基本概念は変わらないと思います。

けん

学生時代は野外活動部に所属し、全然おしゃれじゃないキャンプに明け暮れた私

の楽しくて楽しくて楽しかった大学時代はあっという間に過ぎ去りました。
（ ちなみ

た。その後訪れたバブルの崩壊と長く続く低迷の時代は皆さんもご存じのとおりで

目的が異なり、仕事の中身がまったく違ってきます。卒業生の皆さんもこれから様々

い

今回の寄稿にあたり、私がいつも心に置いている言葉について書くことにします。

り組む姿勢など、社会に出てから役に立ったと思います。

どんな仕事でも必ず目的があり、
「何のために？」が重要です。ここがぶれると成果

いし

ご卒業おめでとうございます。大変な時代の中で無事、卒業の日を迎えられたこと

を心よりお喜び申し上げます。

職場での様子

文学部卒
2

行ってみたい
関西酒場「らくだば」
新宿御苑
井之口 豊

学生時代の思い出

東京都
新宿区

校友のお 店

三輪 浩朔

お店情報

学生時代の思い出

さん 1997年 経営学部卒

お店の紹介

継続は力なり。商売を始めて2022年2月25日で丸13年を迎えました。山あり谷あり

の状況ですが、お客さんや家族の支えがあって今があります。何事も諦めるのは簡単ですが、とにかく続け
ること。いつしかそれが自分の自信や力となります。

大黒ラーメン
岡本 佳宏

京都府
京都市

を超えた繋がりを感じた経験を元に、コーヒー1杯を通じて笑顔あふれる空間が紡がれますようにとの願い

「ガイドブックダイジェスト版を見た」
と
店員にお伝えいただくと

らくだば名物うどん餃子をサービス！！
関西人もあまり知らないB級グルメです笑。

お店情報

やはり端艇部（ボート部）での活動が頭に浮かびます。累計半

逢引。。。毎日を修学旅行のように感じていました。先輩から世渡りの方法を指南され、それを後輩に伝えていく。意

見の違いで多少の対立もありましたが、同じ釜のメシを食べ、裸の付き合いをすればそれもただの笑いのネタにな
りました。この男臭い人情の世界を体験できた事が人生の宝物となっています。
お店の紹介

一念発起して大黒ラーメンを創業しました。

ちで、一つの事を継続し、次に繋げてください。

さん 1994年 社会学部卒

得ていたのです。ある時は起きないふり、またある時は夜中にこっそり脱出して

卒業後は、大手スーパーに就職しましたが、26歳の時に「自分にできることは何か？」と考え、

大切にしている言葉 「自分にできることを諦めずに、続けること」 次の失敗を楽しみにするくらいの気持

お店情報

ろん門限も消灯時間も決まっています。この決まりを掻い潜って遊ぶ事に快感を

日々の励みになっています。

カードだと考えています。

大阪府
茨木市

お店の顔であるラフターマンの
オリジナルステッカーをプレゼント！！

生活。しかし私は、この分刻みの規律のある合宿生活が堪らなく好きでした。もち

い思い出です。今でも当時の友人らと近況報告することが、

います。それを持ってまた来てくださるお客さまがいると、嬉しく思います。お客さまとお店を繋ぐご縁の

ていた時に出会った言葉です。

「ガイドブックダイジェスト版を見た」
と
店員にお伝えいただくと

年以上の琵琶湖瀬田川での合宿。早朝と放課後の練習。勉強の事は一切考えない

い仲間達と多くの時間を一緒に過ごしたのが、かけがえのな

お会計の際にお渡ししている「サービス券」は、創業当時から一度も切らすこともなくお客さまにお渡しして

ることが社会を良くすることになる」 社会のためにあなたは何ができるか？そんな問いかけにモヤモヤし

学生時代の思い出

に来て、大学近辺で下宿をしている友人が数多くいました。良

から間もなく40年を迎えますが、今なお変わらぬ味を提供し続けています。

大切にしている言葉 「社会とは今目の前にいる人との関係性のこと。だから、目の前にいる人を大切にす

浅川 和彦

さん 1980年 経営学部卒

「とりあえずやってみよう」と一から独学でラーメンを学び、豚骨醤油ベースの今の味を考案しました。創業

を込めています。

日本料理「成田家」

学生時代の思い出 「ゼミの仲間」です。様々な地域から京都

お店の紹介

2020年10月にオープン。現地の農園まで直接足

名の「Laughter」は「笑い」という意味で、タイ北部の農園で生産者と共にコーヒーを飲んで笑いあい、言語

東京/新宿御苑前近くで『関西酒場らくだば』というお店をし

大切にしている言葉

1回生の春休みにヒッチハイクで京都か

を運び、生産から携わっているタイ産コーヒーを中心に、常時8種類ほどのコーヒーをご用意しています。店

ております。顔が動物の駱駝に似ているので、らくださんというニックネー

きたいです。

さん 2019年 政策学部卒

ました。繋がりの大切さ、人の温かみを感じた2週間でした。

でいております。

の中に刻まれたうどんが入っておりハンバーグのように焼き上げます。らくだばに来たらぜひ食べていただ

お店情報

ングがありながらなんとか2週間かけてゴールすることができ

りました。経営学研究会というサークルで出会った仲間は今でも良い関係

とって憩いの場を作りたいとの思いで、関西酒場を作りました。名物は大阪高槻名物うどん餃子。餃子の具

京都府
京都市

ら九州一周したことです。途中で財布を落としてしまうハプニ

4年間、大学の授業とアルバイトの繰り返しだった記憶

ムがあり、らくだ仲間のたまり場で、"らくだば"。地元関西のソウルフードやお酒を楽しめる、関西人に

ぜひご覧いただき、近くにお立寄りの際は訪ねてみてください。

https://ryukoku-koyukai.jp/town_search/

Laughter

があります。そのアルバイトが飲食店だったので、そのままこの世界へと入
お店の紹介

校友会ホームページの
「校友タウン情報」
では校友が経営する飲食店などを紹介しています。

創業昭和36年、祖母がこの地で食堂を始め、父親が日本料理店として改装。その父親は私が26歳の

時に他界し、3代目として現在に至ります。モットーは近江商人の心得「三方よし」の精神。地域に愛され地域の方々

伏見本店で

「ガイドブックダイジェスト版を見た」
と
店員にお伝えいただくと

お会計より100円引き！！

が安心して寄れる「人より場所」でありたいと思っています。懐石料理がメインですが、カウンターでのお寿司を始め

ました。新鮮な魚をアマチュア落語家の大将（私）の話を聞きながら堪能してください。楽しい時間を提供いたし
ます。お待ち申し上げております。

大切にしている言葉 「思い立ったが吉日」 この言葉どおり、もし迷うような時があれば、行動に移すようにしてい

ます。また、言行一致するために思い切って口にする事も心掛けています。自分に絶えずプレッシャーをかけ続け、
怠けないようにしています。根が不真面目なもんでこうでもしないと動けないのです。参考になればどうぞお試し
ください。

「ガイドブックダイジェスト版を見た」
と
店員にお伝えいただくと

ドリンク１杯サービス！！

兵庫県
神戸市

元祖豚まん専門店
「老祥記」
Cenci
坂本 健

京都府
京都市

お店情報

さん 1999年 社会学部卒

学生時代の思い出

将来の目標が定まらない中、夏休みを

使ってヨーロッパひとり旅に。そこで出会った人々の明るさ、イ
タリア料理のシンプルな美味しさに惹かれた事が、食で人を笑
顔にしたいと思うきっかけになりました。
お店の紹介

海や山から届く食材、作家たちの魂のこもった器。私たちの役割は、この預かったバトンをお

客さまに丁寧に届けることです。レストランは、そんな色んな人たちの思いが重なり、繋がっていく場所。
日々の当たり前を大切に感じ、我々が社会に対して大切な役割を果たせるように、そして人が笑顔で暮らせ
る世の中を、未来へと繋いでいきたいと考えています。
大切にしていること

判断に迷った時、それが人を笑顔にするかどうかを考えます。それはきっと世界に繋

がっているので、遠く未来を見据えながらも、先ずは身近な事を大切に、丁寧に生きることこそが、世の中を
良き方向に導くと考えています。
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曹 英生

さん 1979年 経営学部卒

学生時代の思い出

お店情報

入学当初からアメリカに憧れ、在学中に英会話

力を磨きたくてESSに入部しました。2回生では夏休みを利用しUC

Berkeleyに短期留学、4回生ではカナダからサンディエゴまでバックパッカーで
旅をし、多くの異国の方との交流を経験することができました。そのような経験が
糧になり、社会人になって多様な人を受け入れる柔軟性ができたと思います。
お店の紹介

当店は大正4年（1915年）から続く豚饅専門店の「老祥記」です。
「豚

まん」という名称は創業者の祖父 曹松琪が命名しました。麹菌で発酵させた弾力
性のある皮とジューシーな具材とで絶妙な味の豚まんを107年前と同じ製法で

作り続けてます。南京町で行列ができる店として多くのメディアに紹介されてます

が、通販、多店舗展開は一切行っておりません。その理由は最高の状態の豚まんを神戸の南京町にお客さまがお越
しいただいて召し上がってほしいからです。土曜日曜は混雑しておりますが、是非ホクホクの豚まんをご賞味くだ
さい。熱烈歓迎いたします！
大切にしている言葉

恩師の政岡光宏先生から頂いた「困難の懐に入れ」が座右の銘です。大変な時にその困難か

ら逃れたいのが人間の性（さが）ですが、敢えてそこに飛び込んだ方が気持ちが楽になるという教えです。武術に
通じる言葉ですが、実生活でも本当に響く言葉です。

4

校友会とは

校友会体制表

龍谷大学校友会は、龍谷大学・龍谷大学短期大学部を
卒業・修了された方々が会員となる同窓会組織です。

校友会は「学部同窓会」と「校友会支部」により構成され
5千人に及びます。

校友会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との関係

2019年度より校友会主催の音楽祭を龍谷大学響都ホール 校友会館で開催しています。音楽祭では、校友にとって馴染
みのある音楽系サークルのOB・OG会による演奏や、現役学生サークルによる演奏や演舞をお届けしています。

文学部・
短期大学部
同窓会

農学部
同窓会

ており、今春の卒業生・修了生を含め、会員数は約20万

校友音楽祭

経済学部
同窓会

政策学部
同窓会

経営学部
同窓会

を密にし、その発展に寄与することを目的として、活動

理事会

しています。

ていますので、新入会員の皆さまのご参加をお待ちして

総務部会

います。

事業部会

職域支部

学生団体 ：そでふれ×よさこいサークル「華舞龍」／学術文化局吹奏楽部

地域支部

法学部
同窓会

社会学部
同窓会

理工学部
同窓会

2019年度

2021年度

学部同窓会事業

校友会の様々な取り組み

龍谷大学校友会では、各学部同窓会による様々なイベントを開催するなど、多くの卒業生が世代を超

校友会 若手プロジェクト「煩悩とクリエイティビティ」

えて交流を深めています。コロナ禍においては、各学部同窓会で工夫を凝らし、オンラインを活用したイ

2021年度より、若手卒業生が中心となり企画した「煩悩とクリエイティビティ」をスタートしました。

本プロジェクトは、人間を突き動かす「煩悩」をテーマに掲げ、私たちが抱える悩みや欲望を否定するのではなく、自分ら
しい暮らしや新しい価値創造へとつながる煩悩の活かし方を探求・発信することを目的としています。

2021年度は各界で創造的な実践をされているゲストをお招きして、全3回の連続トークイベントをオンラインで配信しま
した。

第1回（2021年12月11日） お笑い芸人 笑い飯 哲夫さん

×

龍谷大学 入澤崇学長

第3回（2022年2月26日） 「グリーンズの学校」編集長 兼松佳宏さん

×

龍谷大学文学部准教授 野呂靖先生

作家 岸田奈美さん

OB・OG会：
「みやがわひろゆき&BraT's」軽音楽部OB・OG ／「Yellow Note」黄トマOB・OG

広報部会

国際学部
同窓会

第2回（2022年1月22日）

＜2021年度出演団体＞

常任理事会

卒業後も校友同士が交流できるイベントを多数開催し

＜2021年度ゲスト＞

2021年度には、当日オンラインによるライブ配信も行い、多くの校友にご視聴いただきました。

×

龍谷大学文学部准教授 野呂靖先生

ベントなどを開催しております。その一例を紹介いたします。

なお、その他各学部同窓会の事業については、ガイドブックP.3-P.5をご覧ください。
＜一例＞

経営学部同窓会

政策学部同窓会

2019年度には、校友が社長をされているホテ

2020年から、教授や卒業生による実践や研

を開催し、約80名が集いました。当日は吹奏

HOME COMING」や、WEBメディアの運営と

ル日航大阪において、
「 第4回卒業生の集い」
楽部の現役生によるミニコンサートや抽選会
を開催し、大いに盛り上がりました。

校友会
ガイドブック

究を学ぶオンライントークイベント「RYUSEI
経営学部同窓会
LINE

雑 誌制作をとおした学びの場「問いを深め

合うディスカッションメディア syn（シン）」を
スタートしました。

syn
ホームページ

今後も大学や政策学の枠を超えて、
〈つなぎ、ひきだす〉の先に
生まれる価値を探求していければと思います。

「煩悩」を前向きに捉え、新しい価値を生み出す知性として学び直す場とし、今後も『小さな煩悩』を
社会のための『大きな煩悩』へ、煩悩と共に生きる可能性を皆さんと一緒に探していきます。

今後の開催については、随時『煩悩とクリエイティビティ』の公式Twitterでお知らせします。
5

煩悩とクリエイティビティ
公式Twitter
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