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龍谷大学校友会  会長挨拶
　新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けられた皆さま、また、たび重なる自然災害により被害
を受けられた皆さまに心よりお見舞い申しあげます。医療従事者や災害復興に携わられている関係者の
皆さまに心より敬意を表します。
　龍谷大学校友会は、国内地域39支部、海外3支部、職域15支部の合計57支部があります。校友会支部
の連携を強く感ずることは、コロナ禍のゆえに対面・出遇いの重要さであり、オンラインなど情報機器の
積極的な活用による対話・意思疎通の向上です。
　校友会は、世代を超えて卒業生が集い、情報交換や出遇いを喜び、助け合い、協力しあうコミュニティー
の一つです。校友会の若手会プロジェクト「煩悩とクリエイティビティ」からは、トークイベントの開催やラ
ジオ配信を行うなど、参加しやすい活動が生まれています。各支部では、これまで以上に実りある、楽しい
活動となりますようご尽力をたまわり、卒業生の集いが広がっていくよう取組んでいきますので、ご期待
ください。
　校友会は、その存在目的である母校龍谷大学の発展への寄与とともに卒業生の親睦・交流・対話が
より実りあるものとなるよう全力で努めてまいります。卒業生の皆さまにおかれましては、校友会活動に
ご理解、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

龍谷大学校友会会長
赤松 徹眞

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」により構成されており、今春の卒業生・修了生を含め、会員数は約21万人に及びます。
校友会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との関係を密にし、その発展に寄与することを目的として活動しています。
卒業後も校友同士が交流できるイベントを多数開催していますので、新入会員の皆さまのご参加をお待ちしています。
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校友会について

各学部同窓会の紹介

校友会では、学部単位の同窓会や都道府県や海外、職域単位の支部組織があります。
校友会についての詳細は、右記QRコードよりご確認いただけます。

＜経済学部同窓会＞
経済学部同窓会では、卒業生の横のつながりを大切に、毎年ビジネスの第一線で活躍
されている各界の講師をお招きし、ビジネス・ミーティングを開催しております。
2022年度の「第7回ビジネス・ミーティング」では、対面とオンラインによるハイブリッド
形式で開催し、第1部に日本マイクロソフト株式会社 元業務執行員の澤円氏によるご
講演をいただきました。澤氏からは、自らの経験を元に自分の人生を生きるために何を
大切にしているかなどをお話いただきました。
第2部ではパネルディスカッションを行い、就職に関することなど多岐に渡り討論を行い、
卒業生や在学生を中心に多くの質問が寄せられ、大いに盛り上がりました。

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
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。
その他各学部同窓会の事業について
は、校友会ホームページよりご確認くだ
さい。

校友会ホームページ
各学部同窓会

1※掲載内容は2023年2月現在のものとなります。状況によっては変更となる場合がありますので各HPにてご確認をお願いします。



地域支部

北海道支部
①海野英爾（69・文）
②99名　③1976年
④建学の精神「生かされている」真理と感謝、
そして「生かされる社会」の創造を目指しま
す。会員募集に際しては「得」「徳」「禿」の三
トクを研究中。
⑤石井伸和（事務局長）
☎080-3156-8484
✉ipi-ishii@par.odn.ne.jp

兵庫県・姫路支部
①土橋二郎（70・営）
②189名　③2006年
④やなせななコンサート、林家染二落語会、龍大
サークルを招いた懇親会、ゴルフ、旅行、経済・経営
学習会等若者から老人まで仲良くやっています。
時には仕事の相談も受けちゃいますよ。また、
支部設立10周年記念事業では、母校吹奏学部と
地元中学高校の合同演奏会を開催しました。
⑤菅祐範（事務係）
✉suga@mtc.biglobe.ne.jp

東北支部
①山田三男（66・済）　
②84名　③2014年　
④東北6県（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福
島）の合同支部です。コロナが落ち着いたら
集まりましょう。
⑤鎌倉公順（事務局長）
☎0198-23-4614

東京支部
①大原延恵（85・文）　
②3,091名（東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）
③2005年10月（関東支部発足は1987年）
④多様性と緩やかな繋がりを念頭に活動。新
会員歓迎会、総会、交流会、龍Ron小町イベ
ント、スポーツ全国大会応援などを開催して
います。
HP（http://www.ryukoku-tokyo.info/）
⑤✉ryukoku.koyukai.tokyo.info@gmail.
com

神奈川県支部
①越岡孝年（88・法）　
②887名　③2005年
④6月に支部総会、8月に暑気払い、12月に
望年会を開催。今後はご近所校友ミーティン
グも開催の予定です。継続した学びを互助で
きるネットワーク作りをめざします。
⑤越岡孝年（支部長）
✉phst1835@gmail.com

滋賀県・中主支部
①石原典之（65・文）
②150名　③2008年
④滋賀県野洲市のごく一部という小さな地
域支部です。遠慮なくご連絡ください。
⑤木村優（事務局長）
✉neidhart.m.k@gmail.com

滋賀県支部
①長上 深雪（84・文了）
②65名　③2022年
④2022年に新しく誕生しました。滋賀県の地
域性を活かし幅広い世代の卒業生が楽しめ
る活動をしていきたいと考えています。皆様
のご参加を歓迎いたします。

愛知県支部
①中島靖則（79・法）　
②127名　③2006年
④新春懇親会、支部総会、ゴルフコンペ、納
涼会、女子会（ランチ等1～3回）、忘年会と皆
様が集まれるイベントを企画しています。懇
親を深めるチャンスは多いので皆様のご参加
をお待ちしています。
⑤石川清登（事務局長）
✉ryukoku1639@gmail.com

阪神支部
①渡部恵子（70・文）
②120名　③2016年
④当支部では、「モダン塾」と銘打ち、常に話
題性のある題目を、時には有名な講師を招き、
時には学生とのコニュニケーションを通じて
OBは勿論、学生との交流を行っています。女
性の会員も多く、気軽に参加いただけます。
⑤岡田章男（事務局）　☎090-9110-1110
✉info@ryukoku-hanshin.org

石川県支部
①松浦顕雄（83・文）
②300名　③2011年
④春の観桜会、夏の新卒生歓迎会、秋の総会・
懇親会、時により落語会・文化講演会、冬には
忘年会など会員の交流に力を入れています。
他の支部との交流も歓迎しています。見所満載
の能登・加賀・金沢にお越しください。また、校
友の企画するイベントには、ボランティアとして
参加しています。気軽に下記までご連絡くださ
い。⑤松浦顕雄（支部長） ☎090-3766-5883

福井県支部
①藤原有仁（75・文了）　
②266名　③2011年
④毎年の総会では工夫を凝らした企画を計
画し、懇親会はとても盛り上がっております。
スタッフの活動は地道ですが絆は思ったより
も強く、様々な卒業生との交流を目指してい
ます。
⑤馬場正大（事務局長）
☎090-8703-1111

（北陸学園北陸高等学校内）

岐阜県支部
①坂口祐紹（83・文）　
②1,270名　③1992年
④年に1回の総会・講演会では、母校の最新
情報や人生の糧になるお話を聞かせていた
だけます。また、「三学舎見学ツアー」「奈良文
化財巡り」「冬の金沢満喫ツアー」「記念講演
会・コンサート」などの特別行事も随時開催
しています。お気軽にお問い合わせください。
⑤辻信昭（事務局長）
☎058-262-0231（本願寺岐阜別院内）

富山県支部
②664名　③1982年
⑤篁 暢（事務局長）　☎090-3943-7366

兵庫県・神明支部
①井藤圭湍（68・文）  ②115名  ③2005年
④支部5周年、10周年に明石市民会館大
ホールで開催した『龍谷大学吹奏楽部演奏
会』が地域の音楽文化に果たした成果は支
部の心の支えになっております。神戸市西区、
垂水区、明石市、稲美町、播磨町、加古川市
在住の校友が集い、語り合う神明支部です。
⑤竹野内健児（事務局長）
☎090-4273-9579
✉otakenouchi@hotmail.co.jp

三重県支部
①湯上英臣（78・営）  ②140名  ③2005年
④三重県支部は、毎年、6月総会・講演会・懇
親会、11月懇親バス旅行、1月新年会をメイ
ンに活動しています。今年からはリタイアされ
た校友が、学部・年代・キャリアの垣根を取り
払い、大宮・深草・瀬田の青春時代の思い出
を語り合える場創りを目指して活動していま
す。また、三重県支部・愛知県支部・岐阜県支
部が連携して、幅広い校友の輪を広げる活動
を行う予定です。
⑤湯上英臣（支部長）　☎090-1747-1929

山口県支部
①桑羽隆慈（64・文）　
②1,186名　③1988年
④当県の会員は県内各地に幅広く分散する
関係で、県内を東部、周南、中部、西部、北部
の5ブロックに分け毎年持ち回りで総会を開
催すると共に、会員は卒業と同時に自動入会
としています。
⑤久保史生（事務局）
☎083-973-4111（本願寺山口別院内）

福岡県福岡支部
①坪根正武（67・文）　②192名　③2017年
④福岡県西部を中心とした支部として、2017
年6月に発足してから今年で5年目を迎えま
す。昨年、一昨年とコロナ禍で思うような支
部活動ができませんでした。今年はコロナの
状況を見ながら、校友の皆様が集える機会を
設けたいと考えていますので、皆様のご参加
をお待ちしています。
⑤原田智昭（事務局長）  ☎092-323-0859
✉ryukoku.fukuoka@gmail.com

愛媛県支部（龍愛会）
①西岡和則（73・法）　
②567名　③1999年
④1986年発足、1999年より活動開始、2000
年より、毎年9月の第１土曜日に総会・懇親会
を行っております。龍大卒業生の異業種交流
や、母校の懐かしい話など気軽に情報交換で
きる場になっています。
HP（http://ryukoku-ehime.sakura.ne.jp）
⑤松本正見（事務局長）  ☎089-931-5773

熊本県支部
①東正士（1971・済）
②594名　③2001年
④毎年8月最終金曜日に総会、懇親会、講演
会を実施しています。龍大卒業生の親睦を深
めると共に熊本県における龍谷大学の認知
度アップに努めております。
⑤高千穂哲也（事務局長）
☎096-322-7715

宮崎県支部
①弘中康之（90・文）　
②81名　③2016年　
④女子会もはじまり大変盛り上がっておりま
す。今年も会員拡大を目指します！ 
⑤岩切圭一（事務局長）
☎090-4516-6557

高知県支部
①岡崎豊（80・法）　
②350名　③1983年
④毎年6月の第1週の土曜日に「サンライズホ
テル」で支部総会を開催しています。校友の
皆様のご参加をお願いします。
⑤壬生邦昭（事務局長）
☎090-9459-5637

鹿児島県支部
①藤野和人（1991・文）
②400人　③1983年
④異業種交流会が活発に行われています。
様々な職業の方が相集い交流を深めており
ます。今年度から女子会もスタートいたしま
した。まずは気軽にご参加下さい。
⑤大島光海（事務局長）
✉kakyou2@hongwanji-kagoshima.or.jp

大分県支部
①田丸俊昭（80・文了）
②490名　③1984年
④最初は大分県内の寺院関係者のみの同窓
会でしたが、 現在すべての卒業生が会員と
なっています。年一回総会（記念講演会・懇親
会）を開催し、広報「大分県支部だより」を発
刊（現在16号）。少数ながらも楽しい会です。
⑤☎0977-22-0146（本願寺別府別院）

福岡県・北豊支部
①仁保一正（74・文）　
②113名　③2016年
④昨年は発足5周年でしたが、記念大会はお
ろか、2年連続で総会・懇親会が中止となりま
した。これ以外、特に活動のない支部ですの
で、一刻も早い新型コロナ問題の収束を願う
ばかりです。
⑤大江智城（事務局長）
☎0930-52-1107
✉chijoe750@docomo.ne.jp

佐賀県支部
①後藤明信（81・文了）
②50人　③2018年
④2018年9月に発足しました。昨年度はコロ
ナ禍で思うような活動ができませんでした。
今年度は家族で参加できる楽しい集いを開
催します。
⑤熊谷法明（事務局長）
☎090-4487-9604

鳥取県支部
①衣笠告也（75・文）　
②98名　③2011年　
④毎年、6月頃に総会を開催し、年１回イベン
トを開催しています。様々な職業の方が集い、
若手の会員も増えていますので、まずは気軽
にご参加ください！
⑤西村耕一（事務局長）
☎090-4802-7887

島根県支部
①中村滋男（71・済）　
②115名　③2014年
④総会のほか母校を巡る旅行や講演会を
行ってきました。又、女子会には特に力を入
れています。県内の校友の皆さん是非支部会
員にご登録ください。
⑤高橋行仁（事務局長）
☎090-9613-0441

広島県支部
①神鳥誠（72・文）
②541名　③1989年
④働き盛りの40代、女子会を中心にシニアと
連携し、知恵を出し合い「おもてなしの心をこ
め、会員一人ひとりを大切にする支部」とし
て、異業種交流会＆女子会などの行事をして
います。是非ご参加を!!
⑤坂山顕之（事務局長） ☎082-231-0302

（本願寺広島別院内） 　 082-292-1186
HP（http://ryukoku-hiroshima.info）

海外支部

ハワイ支部
①松本エリック（91・文了）
②25名　③2002年　
④Aloha！３月にはホノルルにて龍谷大学よ
りご講師をお迎えしてセミナーと懇親会を開
催。１１月には総会を開催。留学や実習でハ
ワイに来る現役学生との交流会なども多数
あり、支部女子会もあります。ハワイに来られ
る際はぜひご一報ください。
⑤馬場大道（事務局長）
✉dbaba@honpahi.org

南カリフォルニア支部
①中村登（72・営）　
②28名　③2002年　
④親睦食事会、ピクニックなどで絆をつなぐ。
龍大卒で南カリフォルニアに在住の方、一度
連絡ください。
⑤中垣紘道（副支部長）
✉ryudai.la@gmail.com

北カリフォルニア支部
①梅津廣道（73・文）　
②26名　③2006年　
④アメリカで会員さんと共に日本の文化を楽
しんだり、女性会員が楽しめるような活動を
心がけています。もちろん、男性も大歓迎で
す！
⑤桑原ひとみ（事務局長）
☎510-849-1400
✉ichijitsu@hotmail.com

職域支部

パナソニックグループ
支部（紫松会）
①三島仁志（88・営）　②376名　③1986年
④紫松会はパナソニックグループ企業に勤務、
並びに関連のある龍大卒業生で構成され、
会員間相互交流を目的に皆で楽しめる催しを
定期的に開催しています。ここでしか聞けな
い話盛りだくさんです。皆さん是非ご参加を！
⑤芝田正男（事務局長）
✉shishoukai-sec@googlegroups.com

寝屋川市役所支部
（紫友会）

①邑川和之（92・営）　②28名　③1984年　
④本支部は、会員相互の親睦を図ることを
目的として設立された職域支部で、毎年2月
に総会、11月に京都散策を実施し、若手会員
が半数を占め、OB・OGも参加するアットホー
ムな支部です。
⑤高見恒治（事務局長）
☎090-2599-7674

尼崎市役所支部
（龍翔会）

①藤原資雄（83・法）　②71名　③1991年

マスコミOB会
①山本浩之（85・法）　②200人　③1994年
④新聞社、放送局、出版社、広告会社、PR会
社などマスコミ業界に従事し、活躍している
卒業生で構成しており多彩な顔ぶれです。新
入会員は随時募集中ですので、下記連絡先
にお名前、ご住所、ご勤務先（業種）、卒業学
部・年度を送信ください。
⑤✉ryukokumasscommob@gmail.com

職業会計人グループ
（RAS）

①尾崎春樹（71・営）　②149名　③1983年
④現役学生を対象に、税理士・公認会計士業
務説明会、日商簿記講習会、講演会、交流会
等を開催。また、RAS会員と卒業生を対象に、
7月と11月に実務研修会、会員相互間の親睦
会も年2回実施。
HP（http://www.ryukoku.ac.jp/ras/）
⑤尾崎春樹（支部長）　☎075-645-1601

法曹支部
①竹下義樹（75・法）　②79名　③2014年　
④毎年秋に深草キャンパスで総会、懇親会を
開催。RAS、龍志会など他支部との交流、西
本願寺等における法律相談、法学部との連
携によるキャリア啓発支援の講義なども実
施。身近な法律家として頼りにしてください。
⑤坂口俊幸（事務局長）  ☎075-256-0525
✉t.sakaguchi2010@gmail.com

（坂口俊幸法律事務所内）

学校園教員支部
（教龍会）

①佐古田英樹（99・文）   ②578名   ③2015年
④教龍会は、龍大を卒業し幼、保、小、中、高
校等の教員（保育士）として活動している人
などで構成しています。総会や機関誌で各自
の実践を交流し、つながりを深めています。
⑤佐古田英樹（支部長）
✉kyoryukai2013@yahoo.co.jp

士業・専門職グループ
支部（龍志会）
①泉千晶（89・法）　②99名　③2017年　
④龍大卒業の絆を生かし相互発展的な士業
間連携を目指します。相談会や講演会、学生
へのキャリア支援等の活動を展開し、社会貢
献、母校の発展にも寄与してまいります。
⑤浅尾一真（事務局長）
☎090-3276-6102

教誨師・篤志
面接委員（桐友会）
①会長職務代理 岡橋聖舟（1970・文）
②103名　③2001年
④私たちはいつ加害者や被害者になってし
まうかわからない。そうなれば、“苦しみや悲
しみ”を味わって生きていくことに。刑務所

（少年院）で話し相手（パートナー・支えてくれ
る人）となるのが「教誨師・篤志面接委員」で
す。刑務所を参観希望の方はご連絡下さい。

『百聞は一見にしかず』（人生観が変わります）
⑤木本和行（事務局長)
✉crew-kaz.savaka35@ezweb.ne.jp

矯正・保護支部
（ぎんなん会）

①谷口隆志（82・法）　②235名　③1997年
④刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所・保
護観察所・更生保護施設・保護司等の職の現
職及び退職OBの会員で構成。矯正・保護総合
センターと密接に関連し、専門知識の向上や
現職職員への支援を行うとともに校友会発
展に寄与。2019年に女子部を創設しました。
⑤中村眞一（事務局長）
✉sakurasin2016@gmail.com

兵庫県・丹篠支部
①浅田芳生（74・営）
②36名　③2007年
④丹篠支部は兵庫県丹波市と丹波篠山市の
会員で構成しており、古来から京都とは政
治・文化ともに交流があります。この交流を
踏まえて、地域の未来を皆さんと語って行き
たいと思います。
⑤芦田淳一（事務局長）
✉jandm@nike.eonet.ne.jp
☎090-1952-3549

たんじょう

岡山県支部
①野﨑元彰（77・文了）
②160名　③2003年
④毎年開催している総会と懇親会を見直し
てリアル参加とオンラインでの参加のハイブ
リット形式で総会そして文化講演会を中心に
世代を超えた交流を通じて地域社会に発信
して行くことを目的に活動しています。まず
は、お気軽にご参加ください。
⑤彌久末祐基（事務局長）
✉okayama.ryukoku.al@gmail.com

や   く  さし

校友会支部一覧 ①支部長名（卒業年、卒業学部）　②会員数　③設立年
④メッセージ　⑤お問い合わせ先　※情報は2023年2月現在

大阪・中央支部
①岩本泰典（72・営）　
②400名　③2004年
④毎年津村別院にて、夏には子供工作教室、
秋には本町音楽祭をボランティアで開催して
います。また、冬には天満天神繁昌亭にて落
語会を開催し、地域の皆様との繋がりを深め
ています。
⑤辻田譲司（事務局長）
☎090-3610-2130
✉tsujita@amami-rikuun.co.jp

京都市支部
①宮城泰年（54・文）　②194名　③2013年
④春には総会・懇親会、夏にはビアパーティー、
秋には龍谷ミュージアムでの特別観覧など、
行事を通じて会員相互の親睦を深めていま
す。昨年から近隣他支部との交流も図ってい
ます。多くの卒業生の皆様の入会をお待ちし
ております。
⑤井上弘太郎（事務局長）
☎090-1584-7250

大阪・枚方支部
①田口敬規（98・文）
②26名　③2004年
④中核市枚方市の人口40万人の約0.5％が
校友です。一人でも多く集える活動になるよ
うに、イベントを企画中！
⑤山本雅敍（事務局長）
☎090-8828-0395

和歌山県・
海南有田支部
①田井伸幸（72・文）
②67名　③2010年
④和歌山県海南有田地方で細やかな活動を
続けています。地域の皆様と校友の笑顔に会
える暖かい場所作りを目指しています。北海道
から南西諸島・台湾辺りまで渡りをする蝶ア
サギマダラが私達の地域で羽を休めます。支
部活動が母校発展の一助になれば幸いです。
⑤本林秀夫（事務局長）
☎090-8986-6075

徳島県支部
①千葉昭彦（69・済）　
②125名　③2000年（再興）
④「龍谷大学の心が世界を救う」の自負心を
持って、仲間と共に歩める支部を目指し、龍
谷大学の先生による記念講演、旅行など、卒
業生で良かったと感じられる行事を開催。徳
島県在住、かつて徳島県に居られた校友が
お仲間です。
⑤龍谷大学校友会徳島県支部
☎088-625-3690　✉jh5fep@jarl.com

香川県支部
①竹中昭宏（76・営）
②164名　③1999年
④毎年6月には総会、講演会、懇親会を開催、
11月には母校見学ツアーもあります。女子
会、若手の会のイベントも計画中です。ぜひ、
皆さんにお話をしたい、興味を持って欲しい、
こんなお話を聞きたい等ご意見がありました
らご連絡下さい。
⑤三野正博（事務局長）  ☎090-6881-8838
✉mino.m3105@gmail.com

大阪・北大阪支部
①浅井純一（73・済）　
②333名　③2010年
④イベント開催を通して校友相互の親睦を
はかり、毎年7月末に「茨木フェスティバル」
に参加して地元北大阪地域の皆さんに龍大
校友会大阪・北大阪支部をPRしてます。若手
と女性の参加を大歓迎してます。
⑤浅井純一（支部長）
☎090-4642-0968

奈良県支部
①上野道善（62・文）　
②248名　③2001年
④毎年5～6月に総会・講演会など、秋に親睦
交流会を行っています。県下の多くの古刹名
刹に校友がおられ、会場や講師には事欠き
ません。他支部との交流も歓迎です。
⑤倍巌良明（事務局長）
☎090-3267-9929

校友会には、国内外の地域・職域ごとに多くの支部があります。
詳細は校友会ホームページからご確認ください。

校友会ホームページ 支部入会フォーム
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ホームカミングデー
秋の龍谷祭・学術文化祭開催時に「ホームカミングデー」を実施して
います。卒業生が懐かしい母校を訪問する機会となるよう、旧友や先
生方と交流できる教室を開放するほか、当日は卒業生に、学生が運営
する模擬店の「利用券」をプレゼントしています。
また、卒業生向けのさまざまなイベントも開催しています。
※2022年度は、3年ぶりに対面形式で開催し、多くの校友が集い、懐
かしいキャンパスでの時間を楽しまれていました。

龍谷賞贈呈式
龍谷大学校友会員の意識を高め、励みとなるよう、社会に貢献または顕著な業績をあげた方を顕彰しています。
1990年から始まった龍谷賞は、2022年に33回目を迎えました。

2022年度受賞者　※肩書きは受賞当時

安武　義修
やす     たけ                 よし     のぶ

西林寺住職
1999年　文学部卒

龍谷奨励賞

龍谷特別賞

藤田　道宣
ふじ       た                    みち    のぶ

車いすフェンシング選手
2010年　文学部卒

（株）老祥記 代表取締役
1979年　経営学部卒

曹　　英生
そう                              えい    せい

龍谷賞
WBO世界ミニマム級チャンピオン
2016年　文学部卒

谷口　将隆
たに     ぐち                  まさ     たか

校友音楽祭
校友会館にてOB・OGによるバンド演奏のほか、現役学生の演奏・演
舞で構成する音楽祭を開催しています。2022年度は、卒業生、一般の
方を含め約150名（出演者含む）が参加。最後には出演者全員での

「マツケンサンバⅡ」の演奏に参加者も踊り、会場が一つとなりました。
当日は、野外活動部が運営する“お子さまが遊べるスペース”を設置
しました。

校友会の主な事業 ※過去の写真を掲載している場合があります。

2022年度龍谷賞

校友会賞贈呈式
在学生支援として、課外活動などで顕著な成績を上げ、母校発展の気運を盛り上げた在学生（個人・団体いずれも対象）に対して、
その功績を称え、表彰しています。

2022年度受賞者　※学年は全て2021年度時

菅沼　奈津美
すが     ぬま                 な         つ        み

体育局端艇部所属
文学部　4年

個　人

ペ　ア

加藤　大智
か      とう                 だい       ち

学術文化局吹奏楽部所属
文学部　2年

体育局バドミントン部所属
国際学部 3年

植村　理央
うえ      むら                   り         お

体育局バドミントン部所属
政策学部 3年

佐藤　　灯
さ       とう                            あかり

団　体 café rita
Ryu-SEI GAP  はうすまいる
龍谷大学一般同好会
スポーツチャンバラサークル

「龍刃会」

2022年度校友会賞

龍谷大学 心の講座
2014年度から毎年、龍谷大学 響都ホール 校友会館で開催していま
す。各方面でご活躍の講師の方々に、ご講演をいただいています。
講演の様子はオンデマンド配信しています。
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龍谷大学校友会女子会

龍Ron小町
ロンロン

校友会員向けサービス

煩悩とクリエイティビティ

龍谷大学校友会員優待特典
龍谷大学を卒業、修了された校友会員の皆さまを対象に、各種施設
や、校友のお店の優待特典をご用意しております。
優待特典利用には、「校友会員特典利用券」が必要となりますの
で、校友会公式LINEまたは、HPの利用申請ボタンから申請をお願
いいたします。
詳細は校友会HPをご確認ください。

煩悩とクリエイティビティ
公式Twitter

煩悩とクリエイティビティ
ポッドキャスト

（ラジオ）

校友会ホームページ内
龍Ron小町のサイト

龍Ron小町
公式LINE

校友会ホームページ内
龍谷大学校友会員優待特典

龍谷大学校友会員優待特典
公式LINE

＜龍谷大学校友会員特典一例＞
　 ・ 龍谷ミュージアム
　 ・ 京都タワー
　 ・ 京都タワーホテル
　 ・ 関西酒場 らくだば 新宿御苑　
　 ・ luca

※新型コロナウイルス感染拡大への対応として、サービス内容・時間等の変更が生じている場合がございます。
　詳しくは各施設のホームページをご確認ください。

校友会ホームページ
校友会に関するあらゆる情報を掲載しています。
また、各支部の案内や校友会のイベントも掲載しています
ので、ぜひご覧ください。
連絡先に変更があった場合は、ホームページから手続きを
行っていただきますようお願いいたします。

校友会報
年に2回（春・秋）発行し、校友会や龍谷大学の情報をお伝
えしています。
2015年度卒業生からはデジタル配信でご覧ただけるよう
ご案内しております。メールアドレスを登録されていない方
は、以下のQRコードから手続きを行ってください。
また、校友会報はバックナンバーを含め、ホームページか
らもご覧いただけます。

校友会の公式SNS
同窓会に関するイベント情報や龍谷大学の様子を各種SNSで発信しています。ぜひご登録をお願いします。

バックナンバーは
こちらから

Twitter LINE

facebook Instagram

メールアドレスご登録は
こちらから

龍谷大学校友会
ホームページ

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。
2022年度も各界で創造的な実践をされているゲストをお招きして、対面とオンラインによるハイブリッド形式
全3回の連続トークイベントを開催しました。
また、ポッドキャストによるラジオの配信も開始しました。

「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、煩悩と共に生きる可能性を皆さまと
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。

全国各地・海外で、龍Ron小町らしく楽しい、ためになるイ
ベントが開催されています。
コロナ禍においては、龍Ron小町初の試みとして、オンラ
インイベントを開催しました。オンラインイベントは、３つの
動画コンテンツを期間限定でホームページ上に公開し、多くの卒業生に視聴していただくことができました。
各地でも各種イベント（りんご狩りや、バラ園の散策など）が開催されています。
龍Ron小町は、2023年に設立10周年を迎えます。今後もさまざまなイベントを企画してまいりますので、ぜひ校
友会HPや龍Ron小町公式LINEからご確認ください。

龍谷大学校友会報95号
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学歌

作詞　学歌作製委員会
作曲　山田　耕筰
1933（昭和8）年制定

1.

永久に揺がぬ　みのり聞き

寄する思想の　波しずめ

久遠の光　まどかなる

真理の大樹　栄ゆけば

見よ黎明の　空澄みて

吾等が学府　光輝あれ

と    わ

く   おん

　　　　　   おお  き  　　さか 

3.

世運の流れ　遷るとも

正法萬古　変わりなし

公孫樹の蔭に　法幢を

真心こめて　守りゆく

若き学徒の　相集う

吾等が学府　光輝あれ

    せ  うん　　　　　　　　 うつ

しょうぼうばん こ 

 　  いちょう　         かげ　　         ほう どう　　　　

2.

仰げば高き　雪山の

姿をうつす　御教に

おもいをはせて　たゆみなく

心をみがく　幾千の

同信の友　相集う

吾等が学府　光輝あれ

せつせん

みおしえ

校友が経営する飲食店や宿泊施設を紹介します。
近くにお立寄りの際は、訪ねてみてはいかがでしょうか。
校友会ホームページの「校友タウン情報」では、さらに詳しい情報を紹介しています。
右記QRコードよりご覧いただけます。
また、校友が経営しているお店をご存知の方は、校友会事務局へご一報ください。
E-mail：koyu@ad.ryukoku.ac.jp

校友のお店・旅館・ホテル紹介 龍谷学歌について

校友のお店 一例

龍谷大学学歌は、1933（昭和8）年に学歌作製委員会（学生代表2名・大学院研究科代表2名・教授2名）が歌詞を
公募し、作曲は当時世界的に有名であった山田耕筰氏に依頼しました。
山田耕筰氏は、「からたちの花」「この道」などが有名ですが、旧制大学の学歌も多く作曲しており、龍谷大学の他、
同志社・関西学院・関西大・一橋大（創立順）なども山田耕筰氏の作曲です。

ラ・パン・ジュジュ
藤山  佐知子  さん　1995年  経済学部卒

学生時代の思い出　大学生になって初めての一人暮らし。自由に使える時間がたくさんあり、行動を
制限する人もいない。自分のことだけを考えて思うままに生活できた4年間は後にも先にもありません。
アルバイトと学校、お金を貯めて合間にレジャー、かなり忙しく充実した4年間でした。たくさんの出会
いの中で得た友人たちと行ったスペインはいろんなトラブルやハプニングもありましたがとても楽し
く、異文化体験の楽しさを発見した出来事でした。

お店の紹介　自家製酵母を使ったパンとお菓子のお店をしています。酵母の風味や、国産小麦の味わ
いを堪能できるシンプルなパンや自家栽培のお野菜をふんだんに使ったパンなど、味わい深く体に
やさしく、オリジナリティのあるパン作りを目指しています。
もともといつか自分のお店を持ちたいと思っていました。卒業後は開店資金を貯めようと金融系の
会社に就職。結婚後仕事は辞めていましたが、娘に安心できる食べ物をと思い、趣味もあって手作りの
パンを毎日焼いていました。小学校入学と共に購入した家で店舗併用住宅として
パン屋を開業しました。いろんな出来事やタイミングがうまく重なって夢を叶える
ことができ、10年近くになりますが今では近所の方だけでなく、遠方からもたくさ
んの方に来ていただいています。子供が安心して食べられることができるパンをた
くさんの方にお届けできればと思います。
店舗販売の他にオンラインショップも人気で、全国どこからでも注文いただけます。

「ガイドブックを見た」と
お伝えいただいた
卒業生の方には

お会計より

5%OFFLa Pain joujou

広島県廿日市

お店情報

喫茶ルプラ

西峯  雅仁  さん　2006年  法学部卒

「ガイドブックを見た」と
お伝えいただいた卒業生の方には

デザートセットご注文で、
Bitter or Sweetな景品が当たる

ガチャガチャ（200円）を
1回無料でサービス

Lupra
,
s Roasting

Factory & cafeé

大阪府大阪市

学生時代の思い出　私にとっての学生時代の思い出は紫朋館で過ごした日々のことが真っ先に頭に
浮かびます。在学時は映画研究部に所属していました。今でも時折、お店で8㎜、16㎜フィルムによる上
映会を開催しています。また3回生の時には第66代幹事長を務め、その時に多くの学術文化局員の方と
交流をもつことができました。そのような経験によって見聞が広がり、社会人になった際に多様な価値
観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1974年に大阪・上本町で創業された純喫茶です。手作りカス
タードプリンはベトナムの「バインフラン」に日本のかき氷の要素をプラスしたデ
ザートでTVやラジオ、雑誌などの数々のメディアに取り上げて頂いています。また、
コーヒーも常時15種類前後の銘柄をご準備しております。
今後の目標はベトナムでコーヒー農園を経営することです。そのために語学習得に
奮闘中です。 お店情報
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