
奥野 史子氏

同志社グリークラブ

波田少年少女合唱団

「同志社フェアｉｎ松本」
４月２９日 松本で

「同志社フェアｉｎ松本」（同志社大学主催、同志社校友会共催、同志社校友会長野県
支部協力）が４月２９日、長野県松本市のまつもと市民芸術館などで開かれる。
大学と校友会は参加者を募っている。
同フェアは地域の方 と々の交流を深めることを目的に毎年開催してきたが、
2020年度はコロナ禍の影響により実施することができなかった。

１年７カ月ぶりの開催   植木学長の大学紹介など

主 催：同志社大学　共 催：同志社校友会　協 力：同志社校友会長野県支部
後 援：長野県、長野県教育委員会、松本市、松本市教育委員会、信濃毎日新聞社、市民タイムス、
　　  SBC信越放送、NBS長野放送、TSBテレビ信州、abn長野朝日放送、FM長野
　　  

■ご来場にあたってのご協力のお願い　● 感染防止のためにマスクの着用をお願いいたしま
す。  ● 発熱や咳等、風邪の症状のある方はご来場をご遠慮ください。  ● 入場時の検温や手指
消毒、場内での手洗い励行などにご協力をお願いいたします。  ● ソーシャルディスタンス確保
の為、座席は間隔をあけてご着席ください。  ● 参加者の座席把握ができるように座席は指定
とさせていただく可能性がございます。（座席の指定は原則としてお受けできませんのであら
かじめご了承ください）　● 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をご自身のスマー
トフォンにインストールしてご利用いただきますようご協力をお願いいたします。（App Store
または Google Play で「接触確認アプリ」と検索してインストールしてください）。　ご協力
いただきますようお願いいたします。

ご来場の皆様へ注意事項とご協力のお願い
（新型コロナウイルス等感染予防・感染拡大防止策について）
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お申し込みは、こちらの
QRコードからご確認ください

E-mail：ji-koyu@mail.doshisha.ac.jp
同志社大学学長室 校友課  TEL：075-251-3009
平日9：00～17：00（11：30～12：30を除く）

■お問い合わせ先　

２０１９年９月の富山市以来、１年７カ月ぶり
となる松本でのフェアは２部構成。第１部の
「地域交流イベント」は午後２時４５分から開会
式が始まる。植木朝子学長の大学紹介に続き、
同志社大学出身でバルセロナ五輪のシンクロナ
イズドスイミング（現・アーティスティックスイミング）
の銅メダリストの奥野史子さんが「夢を追いか
けて」のテーマで講演する。このあと、同志社グ
リークラブと地元の波田少年少女合唱団が歌声
を披露。両者によるジョイントステージもある。
第２部は会場をホテルブエナビスタに移し、午後
６時から卒業生交流レセプションが行われる。
第１部は入場無料だが、卒業生と大学在校生の
父母が対象の第２部は会費４０００円が必要。

申し込みはＷＥＢ（ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｄｏｓｈｉｓｈａ-ａｌｕｍｎｉ．ｇｒ．ｊｐ/ｆｏｒｍ/ｍａｔｓｕｍｏｔｏ
２０２１．ｈｔｍｌ）、ＦＡＸ（０７５-２５１-３０９７）、または郵送（〒６０２-８５８０ 京都市上京区
今出川通烏丸東入ル 同志社大学 学長室 校友課宛）まで。３月５日締め切り。詳しく
は同志社大学学長室校友課（電話０７５-２５１-３００９）へ。

●波田少年少女合唱団　
２００６年に旧波田町(現松本市)で結成し、１5年目を迎える。団員は小学生か
ら大学生までの約６０名。「心をひとつに、そして愛をあなたへ」をモットーに地
域の音楽催事を大切にしながら、心に響く歌声を目指し、コンクール出場、国
際交流まで幅広く、精力的に活動している。
これまで全日本合唱連盟主催のこどもコーラスフェスティバルに過去４回出
場。２０１４年ベルギーで開催された第６２回ヨーロッパ青少年音楽祭に日本代
表として出場。同声ユース部門カテゴリーB1位「1st prise cum laude」(特
別金賞)受賞。同年秋には松本市文化芸術奨励賞を受賞。２０１８年7月第１回
東京国際コンクール本選に出場し銀賞受賞。

主 催：同志社大学　共 催：同志社校友会　協 力：同志社校友会長野県支部
後 援：長野県、長野県教育委員会、松本市、松本市教育委員会、信濃毎日新聞社、市民タイムス、SBC信越放送、NBS長野放送、
　　  TSBテレビ信州、abn長野朝日放送、FM長野

● 同志社グリークラブ
2021年で創立117年目を迎えた同志社グリークラブ。これまでに関西合唱
コンクールでは金賞、全日本合唱コンクール全国大会で銀賞を受賞し、また、
これまで幾度と無く海外公演も実施。

同志社大学学長室 校友課　TEL：075-251-3009

E-mail：ji-koyu@mail.doshisha.ac.jp
平日9：00～17：00（11：30～12：30を除く）

WＥＢ、またはFAX、郵送でお申し込みください。
開始日 202１年1月12日（火）9：00から
締切日 202１年3月5日（金）17：00まで

※申込みが多数の場合は抽選とさせていただきます。

お申し込み
（参加登録）
のご案内

お問い
合わせ先
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〈同志社フェアプログラム〉

文化講演会1５：１５～１６：００

植木学長による同志社大学紹介15：00～15：15

16：15～17：15

18：00～19：30

●プロフィール　京都市生まれ。同志社大
学大学院修了。バルセロナ五輪シンクロ
ナイズドスイミング（現：アーティスティック
スイミング）銅メダリスト。現役引退後はス
ポーツコメンテーターとして各種メディア
で活動。2000年から2年間シルク・ドゥ・ソ
レイユで、日本人として初めてラスベガス
で最高峰の水中ショー「O（オー）」に出演。
京都市教育委員や日本水泳連盟アスリー
ト委員なども務める。夫、朝原宣治さんと
の間に1男2女。

奥野 史子氏［講演者］
おく   の  　  ふ み  こ

卒業生交流レセプション卒業生交流レセプション

演奏会

同志社グリークラブ
による単独ステージ

ステージ①
波田少年少女合唱団
による単独ステージ

ステージ②

ジョイントステージ

ステージ③

開催場所：まつもと市民芸術館　　 　　 （主ホール）

開催場所：ホテルブエナビスタ
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（木・祝）

長野県は本州の中心部に位置する内陸県で、北アルプス、中央アルプス、南アルプスなどの
美しい山々に囲まれています。1998年には冬季オリンピックが開催され、世界レベルの
ウィンタースポーツの地として国際的にも認知されています。また、松本市は音楽文
化も大変盛んな地です。今回の「同志社フェアin松本」では、創部117年を迎えた伝
統ある同志社グリークラブが演奏いたします。加えて、ヨーロッパ青少年音楽
祭で特別金賞を受賞した波田少年少女合唱団とのコラボレーションにもご期
待ください。また、東京オリンピックが開催される2021年にふさわしく、
同志社大学出身のオリンピックメダリスト奥野史子氏による文化講演会
も開催いたします。
同志社大学の多様な文化と魅力に触れる「同志社フェアin松本」にぜひお越しください。

「夢を追いかけて」 ［講演テーマ］

会費4,000円

入場
無料

先月号の「同志社校友会　役員一同」の名簿に載る「常任監事・堀村不器男さん」は
「堀村不器雄さん」の間違いでした。慎んでお詫びいたします。お詫び

京都市上京区寺町通丸太町上ル松蔭町140-4　同志社校友会
編集・発行人  山川 寛之 　電話（075）251-4393　FAX（075）253-2171

https://www.doshisha-alumni.gr.jp/

第773号　同志社タイムス社　毎月15日発行　（1部110円）

私のために祈るよりも、願わくば、日本
のために祈れ。しかし強いて祈るなら、
私がたとえ死ぬようなことがあっても、
決して浮世に恋々とせず、楽しい天を
望んで死ぬように祈れ。
＜新島襄 言志録 １０３頁＞

〈新島先生のことば〉

2021年2月15日　第773号［1］

子よ、慎み深く、自らに誇りを持ち、自分を、
あるがままに、正しく評価せよ。
自分自身を汚すものを、だれが正しい人と
認めてくれるだろうか。
自分自身を軽んじるものを、だれが重んじて
くれるだろうか。
＜旧約聖書 続編 シラ書（集会の書）１０-２８，２９＞

〈聖　句〉 



今出川キャンパスの
　　　  「隠れた文化財」キャンパス探訪

　  南蛮寺の礎石
大学図書館の入口向かって右手には、１６世紀後
半に現在の京都市中京区姥柳町に建てられていた南
蛮寺の礎石が置かれている。
この南蛮寺は、イエズス会の宣教師であるグネッキ・
ソルディ・オルガンティーノやルイス・フロイスらが織田信
長の庇護や信者の協力などを得ながら造営したもので
ある。和洋折衷の３階建てで、フロイス著『日本史』
によると、１５７６（天正４）年８月１５日（旧暦７月２１日）
にオルガンティーノによってこの南蛮寺で初めてのミサ
が行われた（※１）。しかし、豊臣秀吉による伴天連追放
令発令（１５８７［天正１５］年）によって破壊された。
１９７３（昭和４８）年に本学文学部文化学科考古学
研究室（当時）が南蛮寺の一角と考えられる地点で発

掘調査を実施し、南蛮寺に関係する礎石類やミサなど
の儀式と思われる風景を線刻した硯などが出土した。
これによって、南蛮寺の存在が初めて考古学的に証
明された。なお、礎石類は、土地所有者の好意を得て
本学に学術材として寄贈されたものである。

　  石造臥牛像
至誠館の南東角（クラーク記念館の入口向かい側）

には、石造臥牛像が「奉納 大日如来」と刻まれた石柱
とともに置かれている。石柱に関しては不明であるが、
臥牛像は『同志社明治二十五年度報告』に記録され
ており、「神学校宗教博物室」に寄付されたものである
という。
この博物室は、１８９３（明治２６）年６月付の「同志社
宗教博物館設立之趣旨」（同志社社史資料センター

所蔵）にある「同志社宗教博物館」のことと考えられ
る。趣旨には、「我ら諸の宗教に係る新古の物品をあ
つめて一は往時の宗教研究のため一は今日の宗教を
して後世に解し易からしめんための材料に備へおか
んことを切に願望せり（※２）」と記されている。その上で、
仏教・神道・キリスト教など、あらゆる宗教上の物品を集
めたいとし、博物館のために寄付を募っている。これに
応じる形で、臥牛像をはじめ、経巻や守札、仏像などが
生徒や教職員、卒業生などから寄付された。
現存しない施設だが、臥牛像はその名残を伝えて

いる。

　  「寒梅」の碑
チャペルの入口向かって右手には、「真理似寒梅　
敢侵風雪開」と刻まれた碑が建つ。この碑は１９７５
（昭和５０）年１１月２９日に同志社創立１００周年を記念
して、同志社中学校の同窓会が設置したものである。

刻まれている漢詩は、新島が同志社の生徒であっ
た深井英五に色紙に書いて与えたもの。深井は群馬
県出身で１８９１（明治２４）年に同志社を卒業した人物
であり、後に日本銀行総裁や貴族院議員を務めた。
漢詩は新島の晩年の作とされており（※３）、碑の文字

は新島の筆跡を拡大したものである。

大聖寺

京都御苑（京都御所）京都御苑（京都御所）
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石造臥牛像

【記事内で取り上げた碑・遺構の所在地】
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（※１）ルイス・フロイス著、松田毅一・川崎桃太訳、『完訳フロイス日本史② 信長
とフロイス̶織田信長篇』（中央公論新社 ２０００年、３２４－３２５頁）

（※２）同志社社史資料センター所蔵「同志社宗教博物館設立趣旨」（新島遺品庫
収蔵目録番号：0366）、上野直蔵編『同志社百年史　資料編１』（１９７９年、
同志社、１９１頁）

（※３）本井康博『新島襄を語る（四）敢えて風雪を侵して』（思文閣出版、２００７年、
５３頁・７１－７３頁）および『新島襄  その時代と生涯』（同志社、１９９５年）、
３８６頁では、漢詩の作成年は１８８８（明治２１）年頃とされている。

１４０年あまりに及ぶ歴史を有する今出川キャンパス。このキャンパスには、重要文化財・登録有
形文化財に指定されたレンガ建築に加え、京都や本学の歴史をたどる上で重要な碑や遺構が多
く存在する。「隠れた文化財」とでも言うべき、興味深い来歴を持つ碑や遺構をたどってみた。

が   ぎゅう

［2］2021年2月15日　第773号



「イーサン」の開業は１９９４年。もともとこの場所には、同店の現オーナーの祖父が始
めた食堂（山下食堂）がありました。「現オーナーのおじいさまは当初、同志社の学内で
食堂を営んでいた、と聞いています。キャンパスに学生食堂ができたのをきっかけに、現
在の地所を手に入れて１９２０年代に食堂を開業したそうです」と石川店長。１９８０年
代に現オーナーの父親が喫茶店に模様替えし、タイ関連の仕事に携わる現オーナーの
代になってタイ料理の「イーサン」が誕生しました。
「イーサン」が開業した頃の京都には、タイ料理のレストランがほとんどなかった、とい
います。そのせいもあってか、ニンニクはこの料理には欠かせない香辛料ですが、現オ
ーナーは、「京都で飲食店を営むなら、ニンニクは使わない方がいい」とのサジェスチョン
を受けたとか。エスニック料理が今ほどおなじみでなかった時代を彷彿とさせます。
店名の由来も興味深いです。当初はタイ東北部の地方名と重ねて「イサーン」とする予
定でしたが、看板業者が「イーサン」と間違えて書いてしまい、訂正せずにそのままお店
の名前に落ち着きました。
メニューは１００種類（！）以上もあり、タイのホテルのレストランで働いていた同国人の
コックさんが調理しています。辛い料理は、元来の味付けから２段階ほどマイルドにして
おり、加えてお客の好みに応じて辛さの調整も可能とか。一般的には知られていません
が、米飯料理で豚や鶏の挽肉などをホーリーバジルで炒めたガパオライスや、米粉の麺
（クイッテオ）を使ったタイの焼きそば的な存在のパッタイ、タイ北部・チェンマイの名物麺
料理のカオソーイなどが最近の人気メニューです。「メディアで取り上げられたことなど
がきっかけになったのでは」とは石川店長の分析です。

「イーサン」でタイ料理を楽し
む本学の学生は多く、留学生の
中には週に何度も来店する固
定ファンもいます。ＯＢ・ＯＧにも根
強い人気があり、３月からは、な
かなか訪れる機会のない人たち
の要望に応えるために店のホー
ムページでの取り寄せを始める
予定です。「同志社の学生や教
職員の皆様に愛されてきたお店
です」と石川店長。固定ファンに
大切にされてきた学生の街にな
くてはならないお店のようです。

当地にはもともと「黄
鶴楼」という中華料理店
がありましたが、１９７０
年代後半に閉店。１０年
以上がたち、母親と弟が
同店を譲り受けていたこ
ともあり、９２年に加地店
長が「別館 芙蓉園」の店
名で営業を再開しました。

むろん、店長の父親が５５年に開店した、京都の中華の老舗「芙蓉園」（河原町通四条
下ル）にちなんだ名です。「アジアンレストラン 芙蓉園」と店名を替えてからは、「芙蓉園」
から受け継いだ京風に加地店長がアレンジを加えた中華だけでなく、日本人にも食べ
やすく、おいしいと感じてもらえるよう工夫したタイ料理のメニューも豊富にそろいます。
本学の関係者にもおなじみの店で、ランチタイムの利用客の半数以上が同志社の教

職員だそうです。学生の姿も目立ち、「プラス１００円でご飯とおかずを大盛にしている
ので、常連客の学生が友だちを連れてくることもあるし、昔、おなじみだった学生が〝出世〟
して自らの教え子を連れてくることもある」（加地店長）のだとか。また、アルバイトスタッフ
の中にも、同志社の学生が多いとのこと。「学校で何かイベントがあると、皆一斉に休ん
でしまうのが悩み」と苦笑交じりに語る店長ですが、学生街の店ならではエピソードでし
ょう。夜も本学関係者の集まりがよく開かれるのだそうです。
看板メニューは、タイ風海老チャーハン。チャーハンの上にエビと目玉焼きをのせて、

ナンプラーと唐辛子入りのタレを添えるのがポイントです。その他、お昼のメニューで
は、ランチタイム限定の酢豚セットとグリーンカレー炒めかけご飯、夜は餃子や海老すり
身巻き揚げ、よだれ鶏が人気。いずれの料理も油っこくなりすぎないように工夫し、ニン
ニクをあまり使わないようにしているのだとか。また、マンネリ化を防ぐために、お昼のセッ
トメニューは、少なくとも１週間は同じスープやサラダがかぶらないようにするなど細かい
気配りもおこたりません。
様々な工夫をされている分、「準備が大変」とのことでしたが、やりがいを強く感じて

いるのは間違いなさそう。私も同志社人に長く愛されてきた味と優しいサービスを久し
ぶりに堪能したくなりました。

メディアで取り上げられたカオソーイ

OB・ＯＧにも根強い人気の「イーサン」

キャンパスの
青春学生の街の

タイ料理店
同志社人に愛される

味とサービス同志社大学のキャンパス近くにあるタイ料理の「イーサン」（今出川通烏丸西入ル北側）と
中華料理・タイ料理の「アジアンレストラン 芙蓉園」（今出川通烏丸西入ル南側）は、

豊富なメニューやきめ細かなサービスで今も昔も学生らの人気を集めています。
「イーサン」の石川太一店長と「アジアンレストラン 芙蓉園」の加地賢治店長に、

店の歴史、こだわっていることなどについてうかがいました。

現在タイムスを郵送にてお受け取りの皆さま
校友会ではタイムスをデジタル配信でお届けすることをお勧め
しています。メールアドレスを登録いただきますと、何時でも
バックナンバーをご覧いただけます。
是非、この機会にデジタル配信への変更はいかがでしょうか。

変更のおすすめ

同志社タイムス

郵送から
デジタル版へ

「同志社タイムス」 は会費の納入をいただいた会員の皆さまにお届けしています。
いつも同志社タイムスをご愛読いただきありがとうございます。

● デジタル配信への変更方法
会員情報の変更、同志社タイムスデジタル版への切り替えは校友会ホームページから出来ます。
https://www.doshisha-u.net/alumni/userentry/
同志社タイムスデジタル版をご体験ください。　下記のアドレスにアクセスするか、
右のQRコードでアクセス。同志社タイムスデジタル版（2020年1月号）を体験できます。
パソコン、スマートフォン、タブレットでご覧になれます。
http://www.doshisha-alumni.gr.jp/kaiin/pg122.html

タイ料理　イーサン アジアンレストラン　芙蓉園

看板メニューの
タイ風海老チャーハン

「芙蓉園」では夜に同志社関係者の集まりも
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佐藤 郁哉 教授
商学部

各大学が自由で多様な発展を遂げるこ
とを目的にして進められてきた大学改革。し
かし、その改革が大学の発展を妨げ、機能
不全を引き起こしているとしたら・・・？ コロナ
禍によって露わになった大学改革の弊害に
ついて佐藤郁哉教授にお話を伺いました。

改革の自己目的化
佐藤教授は、大学の機能不全の原因と

して、「改革それ自体が自己目的化し、改革

で何を達成するかが見失われている」こと
を挙げます。その一例が、シラバス。日本で
は大学改革における授業改革の一環とし
て、１９９１年以降に普及しましたが、モデル
となっている米国の大学のシラバスが、講
義の特性や受講者の構成などを踏まえて
多彩な構成と内容になっているのに対し、
日本の大学のシラバスは、お仕着せの書式
に沿った画一的なものに。大学が文科省の
理想とするシラバスについて忖度し、その

基準に合わせようとした結果ですが、講義
の概要を学生に伝え、適切な評価につな
げるなどの本来の目的は後回しにされがち
と言います。これと同様の現象が、大学教
育の現場では多く発生。「上」からの改革
によって生じたルーティンワークに対応す
るために、現場では莫大なエネルギーと時
間が消費され、何・誰のための改革である
のかが見失われているようです。

コロナ禍における対応
こうした大学の現状は、新型コロナウイ
ルス流行下において大きなトラブルを引き
起こしました。ルーティンワークから抜け
出せなかった大学は、学生に十分な支
援を提供できていないと指摘する教授。
「そもそも学生がどのような支援を必要と
しているのかを把握しなければならない
のに、その調査すら行っていない。学生
が支援関連の情報を探そうとしても、そ
れがどこに掲載されているのかわかりに
くい。『できない理由』を探し続け、誰を向
いて仕事をしているのかわからない状態
に陥っている大学が見受けられました」と
苦言を呈します。その上で、「数年後、コ

ロナ禍でどのような対応をしたかが大学
のブランド力に影響してくるはず。大学は
ちゃんと学生の方を向いて仕事をし、また、
それを分かりやすくアピールしていく必要
があります」と強調します。

問われる大学の存在意義と
「倜儻不羈」な人材
「大学の教育現場で働く人間は、ここで
根本から大学の存在意義について考え
直さなければならない。そうでないと、そ
の存在自体が危うくなります」と警鐘を鳴
らす教授。これからの大学は、官僚主義
に陥ることなく、知的好奇心をもって学ぶ
学生を積極的にサポートして、「倜儻不
羈」なる人材を育成する必要があると力
説します。「今必要とされているのは、た
とえば『学力の３要素』（※）などという既存
の官製の評価軸では測ることのできない
人材。独立心が強く、通念や権力に盲従
することなく、確固たる信念に基づいて行
動できる人材です」

〈さとう・いくや〉　東京大学文学部卒業
後、東北大学大学院文学研究科博士前
期課程修了、博士後期課程中退。シカゴ
大学大学院修了（Ｐｈ．Ｄ．社会学専攻）。
一橋大学商学部助教授・教授、プリンスト
ン大学客員研究員、オックスフォード大学
ニッサン現代日本研究所客員研究員など
を経て２０１６年４月より現職。

〈ごとう・たくや〉　京都大学大学院工学研
究科エネルギー応用工学専攻博士後期課
程単位認定取得退学。博士（エネルギー科
学）。日本学術振興会特別研究員、慶應義塾
大学理工学部助手、京都大学大学院エネル
ギー科学研究科助教、本学理工学部環境シ
ステム学科准教授などを経て２０１５年４月
より現職。同志社―ダイキン「次の環境」研
究センター長、学長補佐（社会と連携した大
学院教育改革の推進担当）なども務める。
（※専攻名は当時のものを含む）

後藤 琢也 教授

理工学部
環境システム学科

２０２０年３月２５日にダイキン工業と包括
的連携協力に関する協定書を締結した本
学。これを受けて２０２０年４月、京田辺キャ
ンパスに同志社－ダイキン「次の環境」研
究センターが誕生しました。同センターが取
り組む事業や目標について、センター長を務
める後藤琢也教授にお話を伺いました。

CO2を「資源」に
本センターが進めるのは、地球環境問
題解決に資する技術的・化学的な共同研
究です。その一つが、ＣＯ２（二酸化炭素）
を回収・分解・再利用する新技術の開
発。今やＣＯ２は地球温暖化の原因の一
つとされ、その削減は喫緊の課題となっ
ています。本センターで最初に着手した
のが、ＣＯ２を再利用するための技術（カ
ーボンリサイクル）の確立です。太陽光や
風力などの再生可能エネルギーを利用
して、ＣＯ２から有用な化学物質をつくるこ

とで、厄介者のＣＯ２を再利用できます。二
酸化炭素を「資源」に変える持続可能な
技術の開発を目指します。
同時に進めるのが、効率の良い空調
機の開発。全世界において、今後エアコ
ンの普及率は現状の３倍程度伸びること
が予測されています。これに伴い、大量
のエネルギーが消費され、二酸化炭素の
排出量も増加します。こうした課題に対し
て、本学の強みである実践的学術研究
力を生かし、インバーターや熱交換器、圧
縮器など空調を構成する要素の技術開
発についても本センターで行うことで、空
調機のさらなる省エネを追求します。

「文理融合」の教育・人材育成プロ
グラム
上記の技術の開発とともに、本センタ

ーが取り組むのが、自然科学の知識と人
文・社会科学の知識をあわせ持つ人材

の育成です。「環境問題やその解決策
について考える際には、科学技術一辺倒
の姿勢ではいけない」と後藤教授は説明
します。そこで、本センターの教育・人材
育成プログラムでは、理工学研究科や生
命医科学研究科に加え、神学研究科や
文学研究科、法学研究科、経済学研究
科、グローバル・スタディーズ研究科、ビジ
ネス研究科などの教員が学生の指導に
当たります。すでに今年度秋学期から、
一部の講義と演習を始めており、２０２１
年度に「『次の環境』協創・人材育成コ

ース」を新たな文理融合の教育プログラ
ムとして開始する予定とのこと。「学生と
社会人が共修可能なので、講義や演習
の参加者は互いによい刺激を与えること
ができるはず」と自信を示します。
「『次の環境』、すなわち未来の環境の
ためにどういうことができるかを考えてほ
しい。未来技術のアイデアを大胆に出し
てほしいと考えています」と後藤教授。本
センターのプログラムで生まれた技術や
人材が、環境問題解決に資することの期
待が高まります。

「次の環境」づくりに資する
技術開発と人材の育成

（※）▼基礎的な知識・技能 ▼思考力・判断力・表現力等の
能力 ▼主体的に学習に取り組む態度̶の3つ。２００７
年に改正された学校教育法で示された新しい学力観。

支部だより 今治クラブ 総会を開催 ■２０２０年１２月５日　
■今治教会　■参加者　１６名。

「行きなさい、行きなさい。平安のうちに行きなさい。くすしき
御手があなた方を導くであろう。」（新島襄）
今年度の総会＝写真＝は、コロナ禍で異例の会場変更とな

り、教会礼拝堂で開催されました。さて、今回会場となった今治
教会は、奇しくも同志社１期生・横井時夫牧師が初代を務めら
れ、教会創立の日には新島襄先生が来られたという教会です。
その場所で、１５代目木谷牧師より、今治と同志社との深い結
びつきについて御講話を頂き、一同が感銘を受けた総会になり

ました。
最後は、出席者全員でカレッジソングを歌いながら、母校に守

られている温かい思いと、世界中がコロナ禍で困難な現状に、
自分が為すべき事は何か、ぶどうの枝に連なる一員として、良
心を持って困難に立ち向かう思いを改めて強くさせられました。
示された御手の先にある未来がどうか輝くものであります

ように。
藤枝 千恵（１９８８年 文卒）

大学改革
の弊害

てきとう  ふ   き
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活発な少年時代
玄界灘に面した風光明媚な佐賀県玄海町生まれ。

「玄海町は、私が生まれてほどなくして２つの村が合併
して発足したものです。当時は、“佐賀県の秘境の地”
といわれるくらいでした。」
地区には、保育園や幼稚園はなく、山に遊びに行き、

自生するアケビや野イチゴ、ビワなどを摘んでおやつと
して食べていた、という。「足の速い子供でした。小学
校に上がると、ソフトボールを始め、中学では、軟式野
球部に入り、グラウンドを飛び跳ねていました」

名門・県立唐津東高校に進学
佐賀県の名門・県立唐津東高校に進学。本人は、

「自慢話に聞こえるかも知れませんが、小学の低学年
から中学にかけ、学級委員長や生徒会長を務めさせ
ていただきました。唐津東高校には、同じ中学から私を
含め４人の生徒が合格しました。高校では、野球部か
陸上部に入りたかったけど、バス通学の関係で断念し
ました。高校は、九州大学への進学志向が強く、それ
なりの合格者が出ていました」と言います。

同志社大学を志望した動機は？
「そんなに裕福な家庭ではありませんでした。しか
し、今は亡き祖父や父が教育への理解があり、『中央
の大学で学び、世の中のことを知り、就職したらどう
か』と後押ししてくれました。ありがたかった」
そして、将来は、（不正を糺す）ジャーナリストになり

たいと思い、一浪して文学部社会学科新聞学専攻に
進んだ、と振り返る。「不正を糺す」という動機を支えて
くれたのは、小説家・芹沢光治良の『人間の運命』を読
んでいたからではという。

同志社では、どんな時間を過ごしたのか。
「新聞学研究会に入りました。当時、休眠状態だった

『復刊Ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ』を復活させようと動きました。４回
生まで続いたのは、読書サークル・アメーバです。旧学
生会館の会議室を借りて、大江健三郎の本を読むな
ど、勉強していました。当時のメンバーとは今も交流が
続いています」

大学生活を振り返ると、こうした活動の傍ら、私生活
では麻雀にも浸る良き時代でもあった。

社会人としてたくましく生きる
「就職先は、新聞社と出版社を希望していました。い
くつか受験したが、最終的に、大阪にある専門紙の記
者として採用されました。しかし、１年弱で退職。印刷
会社の企画室や広告代理店で働きました。広告代理
店時代、福岡に転勤になったことがその後の人生を決
定付けた。当時、３０歳でした」と振り返る。
仕事面では、地元を代表するディベロッパーに再就
職して９年弱頑張った。その後、２つの広告代理店を
経て、自ら広告代理店を設立。代表取締役社長として
会社を引っ張っている。「ネバ―・ギブアップ人生」だ。
「校友会活動も、福岡への転勤が転機となりました。
先輩や後輩など徐々に校友の人脈が広がっていきま
した。新島襄の良心教育は、地に足をつけた人たちを
社会に送り出そうということではと感じ取りました」

福岡支部を、どう引っ張って行くのか、新支部
長さんへの期待は大きい。
「福岡支部で受け継がれてきたスローガン『つなが
る 広がる 良心の輪』を高 と々掲げ、役員さん、校友の
皆さんに、同志社の仲間と一緒にいると心が楽しいな
と思っていただけるような組織に育ててゆきたい」

＜福岡支部主な役員＞
支 部 長　敷田 博法  （１９７７年 文卒）
副支部長　占部 輝次  （１９８１年 商卒）
副支部長　石田美紀子（１９８５年 文卒）
副支部長　西井 博文  （１９８３年 経卒）
副支部長　橋辺 博之  （１９８４年 法卒）
幹 事 長　槙埜 英彦  （１９９５年 商卒）
会計理事　熊谷 純一  （１９８６年 法卒）

学術論文などの研究成果がインターネ
ット上で公開され、誰もが無料でアクセス
できるようになった現代。しかし、その膨大
さゆえに、自分にとって必要な情報を迅速
に入手するのは決して容易なことではな
い。ＡＩとオープンデータ（※１）を融合し、学
術研究などの知的創造活動を支援する
システム構築に取り組んできた桂井麻里
衣助教にお話を伺った。

研究トレンドの可視化と研究者の
分析
研究者が自分の研究を進めるために

は、その分野でどのような技術が注目され
ているのかを把握する必要がある。そこ
で、桂井助教が取り組んできたのが、分野
内トレンドの可視化。学術論文を大量に収
集し、単語が出現する頻度を分析するこ
とで、流行りの研究トピックの自動抽出に
成功している。
これと並行して、研究者の成果情報を
自動集約し、専門・興味を抽出する技術の
開発にも取り組んでいる。現在、国内外に
は様々な研究成果データベースが存在し

ており、特定個人の研究成果を一括検索
する仕組みが整っていない。そこで、桂井
助教は、研究者の所属や共同研究者名、
課題タイトルなどから同一人物性を推定
するＡＩ技術を開発。これにより、各研究者
の成果情報の網羅的な分析を可能とし
た。これに加え、専門分野の似ている研究
者を日本地図から検索できるシステムも構
築。共同研究機会の創出や若い世代の
進路選択への貢献が期待される。

ユーザーの好み、正確に把握
学術研究を支援するシステムに加え、

ソーシャルメディアのコンテンツなど、多様
な創作物の分析も行っている。その一例
として、衣料品通販サイトＺＯＺＯＴＯＷＮ
を運営する株式会社ＺＯＺＯテクノロジー
ズと、ファッションスタイル分析およびレコメ
ンドエンジン（※２）への応用に関する研究を
進めている。この共同研究において、桂井
助教は着用時のシルエットに着目。オーバ

ーサイズ、タイトなどのシルエットと、それが
人に与える印象の関係を研究し、ユーザ
ーの好みを正確に把握することを目指す。
また、ＺＯＺＯグループのファッションコー
ディネートアプリ「ＷＥＡＲ」の投稿画像に
は、「モード」「フェミニン」などのタグがつ
けられているが、このタグとコーディネート
の関係性をＡＩに学習させ、ユーザーの感
覚に近いスタイルを抽出するシステムの開
発も目指している。このように、ＡＩ技術をベ
ースにした産学連携にも意欲的である。
今後の目標として、異分野融合や産学
連携を支援するための検索システムの構
築を挙げる助教。様々な分野の研究者と
の協働を進める中で、学生に企業との関
わりを意識してもらうチャンスを提供したい
と語る。ＡＩが抽出した情報に基づいて、
人間が創造活動やコミュニケーションに
専念する時代は確実に近づいている。

敷田 博法 さん
［福岡支部］

支部長さん
こんにちは

（１９７７年 文卒）

（※１）インターネットなどを通じて誰でも自由に入手し、
利用・再配布できるデータの総称。

（※２）ショッピングサイトやWebサイトで、ユーザーに
おすすめの商品やコンテンツを表示するための
システム。

未来を生きる同志社

（9）

しき　だ　   ひろ のり

ＡＩを活用した知的創造活動の支援

〈かつらい・まりえ〉　北海道大学工学部情報
エレクトロニクス学科メディアネットワークコ
ース卒業後、同大学大学院情報科学研究科
（現：情報科学研究院・情報科学院）メディアネ
ットワーク専攻修士課程・博士課程修了。博士
（情報科学）。日本学術振興会特別研究員、本
学理工学部情報システムデザイン学科助教な
どを経て、２０１８年より現職。

桂井 麻里衣 助教

理工学部
インテリジェント情報工学科

ただ
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桜井  明（校友）

コロナ禍のいまだからこそ、やらなければならないことを
齋藤 篤史

─理事からの伝言─ （２）

松岡敬先生より理事リレーのバトンを受けました１９９５
年工学部機械工学科卒の齋藤篤史と申します。松岡
先生との出逢いは、私が同志社大学工学部機械工
学科在学中に、講義を松岡先生にご担当いただいた
のが始まりです。当時私は学生という立場であり、今
日までこのような形で関係が続くとは思っておらず、改
めて同志社ネットワークの懐の深さを感じております。
私の同志社との関わりは１９８５年に同志社中学校

入学に始まります。その後同志社高等学校、同志社

大学へと進学し、卒業後の現在も同志社との関係は
続いております。現在は家業である株式会社東洋設
計事務所を経営する一方で、２００７年より嘱託講師
として、また２０１２年からは客員教授として母校同志
社に携わらせていただいております。普段の仕事は、
ビルやマンション、ホテル、商業施設、教育施設、
福祉施設等の設計監理ですが、大学ではより大きな
視点から私たちの暮らすまちを考えるべく、環境にや
さしいエコタウンの研究を行っています。
校友会での活動も書いておかねばなりません。私

の所属する京都支部では会員の皆様の交流の場とし
て例年クリスマスパーティーを開催しています。毎年
約３００名の方々にご参加いただいており、
ライブステージや協賛各社様より頂戴いた
しましたクリスマスプレゼントの抽選会もあ
る盛りだくさんなパーティーです。毎年ご
家族総出でご参加いただいている方もお
られ、和気あいあいとした雰囲気で楽し
んでいただいています。私は２００８年より
行事委員長としてこのパーティーの開催に
携わっており、今年度も皆様に楽しんでい
ただけるものをと意気込んでおりましたが、
残念ながら２０２０年度はコロナ禍のため

開催中止とさせていただきました。次年度こそは多く
の皆様に楽しんでいただけますよう準備を行ってまいり
ます。
また校友会本部では企画委員会委員を拝命いたし
ております。大先輩の方々の中で若輩者の私にいっ
たい何ができるかと考えているところではありますが、
コロナ禍のいまだからこそできる事、またやらねばなら
ない事もあるのではないかと考えています。とにかく精
一杯役目を務めさせていただく所存です。
次の理事リレーのバトンは、大先輩の山科精器株
式会社代表取締役会長の大日常男様にお渡ししたい
と思います。

リレーメッセージ

同志社校友会は、2017年4月より卒業生情報の管理を同志社大学と一元化することで、効率化を図る一方、更なるサービス
の向上に努めてまいりました。
同志社校友会が保有する会員の個人情報を保護することが、個人のプライバシーの保護のみならず、校友会活動推進のた

めに極めて重要な事項であると認識し、「個人情報の保護に関する法律」ならびに同志社校友会が定める「個人情報保護の基本
方針」及び「個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の適正な取り扱いに努めてまいります。
卒業生情報の取り扱いにつきましては、原則として本人の同意を得ることなく、第三者に個人データを提供することはなく、
紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の不正な取扱いがなされないようにセキュリティの強化を図り、必要最低限の項目について共
同利用を行うこととしております。また、管理運営についても双方で覚書を交わす他、適切かつ厳正な管理を行っております。
今後についても、同志社校友会会則で定める目的の達成に必要な範囲において、同志社校友会（本部・支部）並びに同志社各

学校（同志社の経営する、同志社大学、同志社中学校・高等学校、同志社香里中学校・高等学校、同志社国際中学校・高等学校、同
志社小学校、同志社国際学院初等部・国際部）との個人情報の共同利用を行うこととしております。
なお、会員本人から所定の手続きにより自己に関する個人データの共同利用停止の請求があった場合は、当該個人データ
の共同利用を停止します。
校友の皆様におかれましては、同志社並びに同志社校友会発展の為、ご理解、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　同志社校友会

第2回は、初回に登場いただいた松岡敬副会長（前大学長）の教え子でもある齋藤篤史理事に寄稿してもらいました。

未来に向けて『躍動する同志社大学』

【 お問い合わせ先 】同志社大学 学長室 募金課 　
TEL：075-251-3230　E-mail：ji-bokin@mail.doshisha.ac.jp

その2ドルは、まだ見ぬ未来へ漕ぎ出す“ 同志 ”の証でした。

【募集要項】　

期　　　間： 2017年10月1日～2026年3月31日
目 標 額 ：50億円
募集単位： 　　   1口  1万円
    1口  10万円
 税制上の優遇措置　
個　　　人：特定公益増進法人または
 税額控除対象法人による減税措置
法人・団体：特定公益増進法人または
 受配者指定寄付金制度による
 減免税措置

個人
法人・団体

スマートフォン
からのご寄付も
可能です。

※1口あたりの金額を設定しておりますが、金額に関わらずありがたく頂戴いたします。継続的なご支援を賜れましたら幸いでございます。

● インターネットによるお申込みの場合
　 〔同志社大学 2025 ALL DOSHISHA 募金サイト〕  https://bokin.doshisha.ed.jp/2025alldoshisha/
● 法人の場合　 必要書類をお送りしますので、お手数ですが、お申込みの際は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
● 卒業生の皆様への資料お届けについて　皆様に募金の趣意書を発送しています。
　資料が届いていない場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

─ 同志社校友会会員情報の取扱いについて ─

客員教授として学生を指導する齋藤理事（奥のネクタイ姿）

寒空のもと、キリスト教の普及を誓った
３５名の熊本バンド結盟を記念して今年
も１月３０日早朝より熊本駅近くの花岡山
山頂にて第１４５回早天祈祷会が開催さ
れました。
熊本洋学校でジェーンズよりキリスト教
の薫陶を受けた面々は同志社英学校に

進み、草創期の主要メンバーとなりまし
た。海老名弾正や徳富蘇峰・蘆花兄弟な
どその後大学総長・社長や国内の各分
野で目覚ましい活躍をした人材を数多く
輩出しています。
例年３００名近くの来場者が集います
が、今回はコロナ禍で関係者のみ参加に

規模を縮小、高校生た
ちによる讃美歌斉唱も
録音で披露され、また現
地に行かれない人のた
めに初めてユーチューブ
でのライブ配信を実施し
多くの方が画面越しに祈
祷会に参加されました。
詳しくはくまもとＹＭＣＡ
のホームページをご覧い
ただければ幸いです。

第１４５回熊本バンド早天祈祷会
開催される
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世界大会

全国大会

（1月～12月）

アーチェリー部 
　第５５回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦
　　女子団体　優勝
　　　安久 詩乃（心理４）　上原 瑠果（スポ１）　井上 鈴夏（文情３）　石田 華野（法３）
　第５９回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦
　　男子団体　３位
　　　光永 嶺（商４）　畑本 晃佑（商１）　長田 來土（理工４）　大隅 一樹（社会４）
　第５９回全日本学生アーチェリー個人選手権大会
　　リカーブ部門　男子　　  準優勝　大隅 一樹（社会４）
　　コンパウンド部門　男子　準優勝　飯塚 健斗（商２）
馬術部
　第７０回全日本学生賞典障害馬術競技大会
　　団体　３位　田中 蒼（商４）　髙橋 勇人（スポ４）　武道 芙紀（スポ２）　長野 天祐（商３）
ボードセイリング部 
　ＴＥＣＨＮＯ２９３クラス全日本選手権２０２０
　　３位　朝田 有哉（経３）
フィギュアスケート部 
　第９２回日本学生氷上競技選手権大会
　　男子７．８級クラス　　　　　　　  優勝　友野 一希（スポ４）
　第７５回国民体育大会冬季大会
　　フィギュアスケート競技成年男子　優勝　友野 一希（スポ４）
自転車競技部 
　２０２０全日本学生トラック自転車競技大会
　　５００ｍタイムトライアル　　 優勝　松井 優佳（スポ３）
　　女子スプリント　　　　　　 優勝　松井 優佳（スポ３）
　第５１回ＪＢＣＦ全日本トラックチャンピオンシップ
　　男子１ｋｍタイムトライアル　優勝　島 奨乃（政策４）

２０２０全日本大学自転車競技大会
　女子スプリント　　　　準優勝　松井 優佳（スポ３）
　男子個人ロードレース　準優勝　天野 壮悠（商１）
　男子オムニアム　　　  ３位　　 天野 壮悠（商１）
第５１回ＪＢＣＦ全日本トラックチャンピオンシップ
　男子１ｋｍタイムトライアル　３位　道城 海地（法３）
第８９回全日本自転車競技選手権大会トラック・レース
　女子エリート５００ｍタイムトライアル　３位　松井 優佳（スポ３）
カヌー部 
第５６回全日本学生カヌースプリント選手権大会
　ＷＫ-１ ５００ｍ　優勝　　佐藤 友香（スポ３）
　ＷＫ-１ ２００ｍ　準優勝　埋金 楓（スポ４）
　ＷＫ-１ Ｒｅｌａｙ　準優勝　埋金 楓（スポ４）吉見 優華（スポ４）佐藤 友香（スポ３）山田 和沙（ＧＲ３）
　ＷＫ-４ ５００ｍ　３位 　　 埋金 楓（スポ４）吉見 優華（スポ４）佐藤 友香（スポ３）山田 和沙（ＧＲ３）
　女子カヤック部門団体　準優勝
　女子総合団体  ３位
ソフトテニス部 
ＭＩＺＵＮＯ　ＯＰＥＮ　ＳＯＦＴ　ＴＥＮＮＩＳ　２０２０
　男子ダブルス　準優勝　上岡 俊介（スポ３）
ＪＡＰＡＮ　ＧＰ　２０２０
　男子ダブルス　準優勝　上岡 俊介（スポ３）
水泳部 
第９６回日本学生選手権水泳競技大会
　女子２００ｍバタフライ　　　準優勝　林 希菜（スポ１）
　飛込競技男子３ｍ飛板飛込　準優勝　井戸畑 和馬（スポ１）
スキー部 
第３５回全日本学生アルペンチャンピオン大会
　アルペン回転　３位　平井 若菜（商２）
第７５回国民体育大会冬季大会スキー競技会
　クロスカントリー女子リレー４×５ｋｍ　準優勝　山石 沙也加（ＧＲ４）
射撃部 
２０２０年度第３回全国ピストル射撃競技大会
　１０ｍエアピストル男子立射６０発競技　優勝　　山口 航輝（ＧＲ２）
２０２０年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会第６７回男子総合
　１０ｍエアピストル男子立射６０発競技　優勝　　山口 航輝（ＧＲ２）
　１０ｍエアピストル男子立射６０発競技　準優勝　佐藤 匡哉（スポ４）
　１０ｍエアライフル男子立射６０発競技　団体　準優勝
　　柴原 魁人（経２）　深澤 駿（スポ１）　前泊 佳吾（商１）
２０２０年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会第３３回女子総合
　１０ｍエアライフル女子立射６０発競技　優勝　目羅 渚（スポ２）
　１０ｍエアピストル女子立射６０発競技　３位　 國松 美優（文情３）
体操競技部 
第７２回全日本学生新体操選手権大会
　男子種目別スティック　　　　　　  優勝　　堀 孝輔（スポ４）
　男子個人総合種目別リング・ロープ　準優勝　堀 孝輔（スポ４）
第７３回全日本新体操選手権
　男子個人総合種目別リング・ロープ・クラブ　準優勝　堀 孝輔（スポ４）
テニス部 
２０２０年全日本学生テニス選手権大会
　女子シングルス　準優勝　伊藤 日和（スポ３）
ヨット部 
２０２０年度全日本学生ヨット個人選手権大会
　国際４７０級　優勝　大石 駿水（社会１）　三浦 匠（スポ３）
第８５回全日本学生ヨット選手権大会
　国際４７０級　３位　　総合　３位 

同志社スポーツユニオンはこのほど、２０２０
年度に優秀な成績を収めた部や学生の栄誉
を讃える特別表彰の対象団体・個人を選出し
た。なお、優秀団体賞には、全日本学生アー
チェリー王座決定戦で女子優勝、男子３位の
成績を収めたアーチェリー部、全日本学生賞
典障害馬術競技大会で３位になった馬術部
など６団体に、優秀個人賞には、フェンシング
グランプリカタール大会に出場するなどしたフ
ェンシング部の𠮷村美穂さん（スポ４）と二ノ
宮浩輔さん（商３）、日本学生氷上競技選手
権大会で優勝するなどしたフィギュアスケート
部の友野一希さん（スポ４）、全日本学生トラッ
ク自転車競技大会の５００㍍タイムトライアルと

女子スプリントに優勝した自転車競技部の松
井優佳さん（スポ３）、同競技大会の男子１㌔
タイムトライアルに優勝した島奨乃さん（政策
４）ら１６人に、新人賞には、全日本新人ボウリ
ング選手権大会の成人女子の部で優勝した
ボウリング部の戸塚眞由さん（商１）、日本学
生選手権水泳競技大会の女子２００ｍバタフ
ライで準優勝するなどした水泳部の林希菜さ
ん（スポ１）ら１０人が選ばれた。２０２０年度祝
勝会・表彰式は新型コロナウイルス感染拡大
のため行われない。（優秀団体賞・優秀個人
賞・新人賞・優秀監督賞は右記の通り）

２０２０年度体育会各部戦績

同志社スポーツユニオン　特別表彰クラブ・アスリート

𠮷村 美穂 （スポ４） （大会開催時）   フェンシング部
　２０２０フェンシングワールドカップキューバ大会 女子エペ　出場
　２０２０フェンシンググランプリカタール大会 女子エペ　出場
　２０２０フェンシングワールドカップスペイン大会 女子エペ　出場
　２０２０フェンシンググランプリハンガリー大会 女子エペ　出場
二ノ宮 浩輔 （商４）　フェンシング部　 
　２０２０フェンシングワールドカップカナダ大会 男子エペ　出場
　２０２０フェンシンググランプリカタール大会 男子エペ　出場
友野 一希 （スポ４）　フィギュアスケート部
　２０２０ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技大会 男子シングル 準優勝
　四大陸フィギュアスケート選手権２０２０ 男子シングル 出場
山口 楓斗 （社会３）　和田 悠一郎 （文情３）　新和田 錬 （社会２）　梁本 旺義 （社会２）　　ラグビー部
　ワールドラグビーパシフィック・チャレンジ２０２０ 優　勝
新保 龍登 （法２）　スキー部
　２０２０ ＵＳ ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮＳ
　　フリースタイルモーグル　シングルモーグル 出場
　　フリースタイルモーグル　デュアルモーグル 出場
清水 大智 （スポ１）　スキー部 
　Ｊｕｎｉｏｒ Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐｓ　２０２０
　　スノーボードアルペン　回転　　　　　出場
　　スノーボードアルペン　大回転　　　　出場
　　スノーボードアルペン　大回転団体　　準優勝

なお、リニューアルオープンした同志社スポーツユニオンのホームページ
（http://www.doshisha-su.com/）に受賞団体・個人の詳細が記載されています。
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■ 陸上ホッケー男子
１２月６日にグリーンランド瑞穂ホッケー場（京都府）
で行われた関西学生秋季リーグ順位決定戦。無敗で
勝ち進んできた同志社は最終戦、京大から白星を挙
げ２部優勝を果たした。

攻守が激しく入れ替わり、得点のチャンスをつくるも
決めきれない展開が続いた。両者無得点のまま０－０
で前半を終える。そして、試合は第３Ｑに動いた。開始
３分、池田（スポ２）が相手のボールを奪い、ゴール前ま
で運ぶと松井（商４）にパス。松井は上手くキーパーの
隙をつき、待望の先制点を決めた。その後は相手に点
を許すも、２点の追加点を奪い３－１で試合終了。悲願
の２部優勝を果たした。春からまた新体制で試合に臨
む同志社。新たな目標を胸に進化をとげた選手たちの
姿に期待したい。

■ レスリング
１２月５日から６日にかけて、堺市金岡公園体育館

（大阪府）で令和２年西日本学生レスリング秋季リーグ
戦が行われた。レスリング部は４戦４勝で２部リーグ優
勝を果たし、１部リーグ昇格を決めた。また、今大会を
無失点で終えた増野（文４）が２部リーグ最優秀選手
賞を受賞した。

新型コロナウイルスの感染拡大で春の大会は全て
中止となり、秋シーズンの大会の開催が危ぶまれてい
たが、今大会の開催が決定。今大会に照準を合わせ

て、各々がレベルアップを図ってきた。そして、結果は念
願の１部リーグ昇格。主将の寶諸（商４）は「最後の最
後でいい思い出で終われて、晴れて引退できてよかっ
た」と満面の笑みを見せ、未来の希望をのせたバトン
を後輩たちへと繋いだ。

■ ソフトテニス
１２月１２日にマリンテニスパーク・北村（大阪府）にて
行われた２０２０年度関西学生３・４年生大会。同志社
からは７ペアが出場し、上岡（スポ３）・三輪（商４）ペア
が準優勝、村上（スポ４）・堀口（心理４）ペアがベスト４
入りを果たした。

寒空の下、４年生が最後の試合に臨んだ。昨年度、
西日本インカレ２連覇を果たした上岡・三輪ペアは順当
に勝ち上がり決勝まで駒を進める。決勝戦では本来の
力を出しきれず、序盤からミスを連発。粘りを見せるも、
勢いに乗った相手を止めることができず準優勝で終幕
した。その一方で、村上・堀口ペアは初の関西４強入り
を果たした。２人は攻める姿勢を最後まで緩めず、準々
決勝で白星を挙げた。
今大会で、ほとんどの選手が競技人生を終える。チ

ームを鼓舞し続けてきた個性豊かな８人の４年生。そ
れぞれの進む道で、個性を発揮し輝き続けてほしい。

■ 陸上ホッケー女子
１２月１３日、立命館ＯＩＣフィールド（大阪府）で行わ
れた関西学生ホッケー秋季リーグ７位決定戦。同志社
は京大と対戦し４－０で勝利した。これにより秋季は関
西リーグ７位で幕を閉じた。
序盤から主導権を握った陸上ホッケー部は、センタ

ーパスから一気に京大ゴールを攻め上がる。先制点を
挙げるかと思われたがゴールならず。終始攻勢をとっ
たが１点も奪えないまま第２Ｑへ。流れを切ったのは二
谷（経４）だった。右攻めでゴール近くへとボールを繋
げ、外園（心理４）のアシストで二谷がゴール。一気に
勝機を引き寄せた。波に乗った同志社は３点を追加。
実力の差を見せつけ４－０で京大に圧勝した。

２０２０年の最終戦を勝利で締め、秋季リーグ７位で
終えた。辰己（商３）は「いい雰囲気でシーズンを終え
ることができた」と秋季を振り返った。これで４年生は引
退し、残される後輩たちは６人。１１人で行われる陸上
ホッケーには最低でもあと５人は必要となる。「来年も
試合に出たい」と強い想いを見せた辰己。来年も試合
に出続けるためにも、新しい部員の入部を待っている。

■ フィギュアスケート
１２月２４日から２７日にかけて、長野市多目的スポー
ツアリーナ（ビックハット）にて第８９回全日本フィギュア
スケート選手権大会が行われた。同志社からは友野
（スポ４）と森口（商１）が出場。友野は昨年と同様６位、
森口は１２位で全日本を終えた。

森口は高難度ジャンプを加点のつく出来で多く決
め、大舞台で１２９．９２という高スコアを叩き出した。４回
転を構成に入れていない選手で最高位という誇らしい
結果を残した。友野は全日本に強い覚悟と信念を持
ち、表彰台のみを追い求めて挑んだ。結果は表彰台に
は及ばず６位。演技後、フィニッシュポーズの力強い表
情から一変、悔しさをこらえきれない表情を浮かべた。
「壁があるのは成長できている証拠なので、そこを超え
られるようにまた明日から頑張りたい」。血のにじむ努力
をしてきたからこそ感じる壁がある。しかし、必ずその壁
は壊せるはずだ。生まれながらに持つ「表現することの
楽しさ」を胸に、立ちはだかる壁を扉に変えてゆけ。

全日本フィギュアで友野が６位、新人森口が１２位と健闘。ソフトテニスの関西学生で上岡・三輪ペアが準Ｖ。
陸上ホッケーでも男子が悲願の二部優勝。レスリングは西日本学生一部へリーグ復帰─。
いずれも４回生の健闘が目立ち、コロナに負けずに大学の青春を終えた。

【スポーツアトム編集局　松村　学】　本内容を含む各部の結果・速報・試合予定はスポーツアトム編集局公式ホームページ（http://doshisha-atom.net/）に掲載しております。ぜひご覧ください。

同志社スポーツ

▶アラカルト◀ １月３１日現在

■１/１７　「京都 女子駅伝・中長距離競技会」（京都陸上競技協会主催）が１月１７日、
京都市右京区のたけびしスタジアム京都であり、１万㍍に出場した田中希実（スポ３、
豊田自動織機ＴＣ）は３１分５９秒８９の好タイムで優勝した。田中は五輪代表らしい見事
なラストスパートを見せ、残り３００㍍で先頭を走っていた安藤友香（ワコール）を一気に抜
き去り、ゴール。１万㍍への挑戦は今回でまだ２度目だったが、圧巻の強さで五輪イヤーの
初戦を勝利した。
　田中は日本陸上界の女子中長距離のエースで、昨年（２０２０年）、１５００㍍と３０００㍍で
日本記録を樹立。今夏、開かれる予定の東京五輪では５０００㍍で代表に内定している。
　こうした活躍により、田中は１月２１日に日本陸連が発表した２０２０年の年間表彰で、優
秀選手賞に選ばれた。

相手ゴールに攻める池田（スポ２）

試合後、笑顔を見せる選手たち

フォアを放つ上岡

２部優勝を成し遂げたレスリング部

第８８回大会での友野

※第８９回大会の写真は諸事情により掲載できませんでした。

新島旧邸に咲く白梅

残り300メートルで抜き去り、トップでゴールした
田中（たけびしスタジアム京都）　
写真提供：京都新聞社（2021年１月18日掲載）

［8］2021年2月15日　第773号


