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　久留米大学法学部同窓会が新たな組織として、再スタートしてから

早いもので１年が経とうとしています。様々な諸事情があり、色々な

制限の中での活動でした。新たに組織を一から作っていくだけではな

く、むしろ過去についての清算というマイナスからのスタートです。

そして、その清算もいまだ完全には終わってないという状況です。そ

うした中でも、こうしてなんとか同窓会誌を発刊するまでに至ったこ

とを非常に嬉しく思います。

　さて、私たちは久留米大学『法学部』の同窓会です。在学中、久留

米大学では法律を学びました。しかしながら、同窓生である卒業生の

中には、法律の知識を生かした仕事に就いている方は非常に少ないよ

うな印象を持ちます。法律の知識を生かした仕事の代表格は、なんと

言っても弁護士でしょう。しかし、みなさんご存知のとおり弁護士に

なるためには最難関といわれる資格試験の司法試験に合格しないとな

りません。司法試験の難しさから、挑戦はしたものの諦めてしまった

り、挑戦することすら諦めてしまったり。そして、弁護士になること

を諦めることは、同時に、法律の知識を生かした仕事に就くことを諦

めることとなってしまっているような気がします。

　私は現在、行政書士という仕事をしています。官公署へ提出する書

類の作成が主な業務ですが、会社設立から、その後の経営に関するコ

ンサルタント、契約書の作成代理なども行っています。この行政書士

という仕事も、立派な法律専門職であると私は思っています。法律を

生かした仕事は、弁護士という職業以外でも何かあるはずだと、いろ

んな職を経験するなど、試行錯誤した結果に私はこの仕事にたどり着

きました。

　行政書士以外の仕事でも、仕事の中で法律を生かす機会はたくさん

あるはずです。営業職にとっては契約という場は避けて通れないはず

ですし、個人商店や会社を経営されている方にとっては商法の知識や

税法の知識は欠かせないものでしょう。若干視点を変えて、法律を生

かした仕事に就こうとするのではなく、現在の仕事の中で法律の知識

を生かそうと考えてみると、そこには無限の需要があるように思いま

す。大学で学んだ法律を生かそうとするなら、常に遵法の精神を持ち

続けること、リーガルマインドを持ち続けることが必要であると私は

考えています。それは、久留米大学『法学部』出身者としての私が、

常に心に留めていることでもあります。

　残念なことに、私たち新たな同窓会が発足する前の法学部同窓会執

行部の活動は、そうした『遵法の精神』を持った活動とは到底言いが

たいものでした。それは法律を学んだものの行動として、非常に恥ず

かしいものであったと思います。私たち新たな同窓会は、そうした過

去の反省を踏まえて、法学部出身者で構成されている会にふさわしい

『遵法の精神』を持った健全な活動運営を心がけないとならないと思

っております。

　大学のキャンパスに梅の花が咲き、ふくらみ始めた桜の蕾に春を感

じる頃になると、卒業式シーズンがやってくる。

　毎年の行事ではあるが、新天地に向って希望と期待に胸を踊らせな

がら大学を巣立ってゆく卒業生の姿はいつも新鮮である。先輩の一人

として、皆さんの新しい門出を心より祝福したい。おめでとう。

　開学以来、旭町キャンパス中心の卒業式が御井アリーナで行われる

ようになったのは平成１２年３月が最初であるから、今年で６回目を数え

ることになる。

　いつもこの時期になると、私自身が御井キャンパスで学んだ頃を思

いだす。当時は、現在の東門が正門で、門を入った正面には旧軍隊の

兵舎が建ち、前庭に咲いた桜は見事であった。古い人は理解できると

思うが、軍国時代には“いさぎよく散る”という武士道の精神を表し

ていたという。なお、現在の欅並木は当時の商学部長栗村雄吉教授が

種を蒔き苗を育てて現在のところに定植したもので、見事な並木道と

なっている。昭和２５年、その兵舎を改築し、商学部の学舎がスタート

したが、我々医学進学課程の生徒は商学部内で授業を受けていた。当

時は附設高校の学舎も御井キャンパスに同居し、まことに賑やかであ

った。また、大学の教授陣の多くは商、医進、高の授業を兼務されて

いたので、学生達は共通の友としての認識があった。だから、当時生

活を共にした商学部や附設高校の一部の人達とは今でも付き合ってい

る。「一期一会」というわけでもないが、出会いを大切にすることが、

その後の人生に大きな糧となることを教えられた。これは久留米大学

の基本理念の一つであるから、社会に巣立ってゆく皆さんも是非その

ように心掛けて欲しい。

　久留米大学に法学部が開設されたのは、昭和６２年４月で、来年で２０

周年を迎える。御井学舎に７００号館と３００号館が法学部関係の学舎、研

究棟として落成した頃を思い出す。年月の経つのは早いものである。

　私は医師であるが、日本の医学界と法曹界は共通の歴史的背景があ

るように思う。日本の医学がドイツ医学に学び発展してきたことは知

られているが、伊藤博文が明治２２年交付の大日本帝国憲法の起草に当

り、プロイセン憲法を参考にしたことも有名である。また、日独交流

は江戸時代に遡り、ドイツ人の医師であるケンペル（１６９０来日）らの

果たした役割が大きかったことも興味ある史実である。さらに、「法」

と「医」は、お互いに「理」の社会ではあるが、「ヒト」を視（看）

る大切さも共通しているように思う。

　久留米大学が九州医学専門学校として創立されて以来７８年、久留米

大学として歩み始めて５６年を経ている。その間、多くの先輩達に見守

られながら現在の大学が在る。しかし、最近の厳しい社会情勢は学府

の場にも深刻な影響を及ぼしつつあり、本学も例外ではない。本学が

生き残ってゆくためには卒業生の社会的活躍（動）の評価にかかって

いることは間違いない。卒業後も母校のために引き続きご助力いただ

くようお願いしたい。　　　　　　　　　　　　　  ２００６年３月吉日
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同窓会再建の歩みと今後の展望

 法学部長　阿 部 　 和 光

　卒業生の皆さん、『会報２００６年号』の発行、おめでとうございます。

　振り返りますと、法学部同窓会の再建の歩みは苦闘の日々でした。昨

年５月の同窓生集会で卒業生の皆さんは、それまで不正常な運営を続け

不活動状態にあった旧同窓会（森崎会と略称）を弾劾し新たな執行部（折

戸謙介会長）を選出しました。緊急管理政府ともいうべき新執行部は、

当初は１円の活動資金も同窓会事務所もない状態で再建活動を開始しました。急遽仮事務所とした折戸事務所で

の役員会に、私も学部報告のために何度か出席しました。狭い部屋で車座に囲んで交わされる再建論議の熱気に、

いつも圧倒されました。同窓会活動の質はりっぱな事務所や潤沢な資金ではなく、同窓会員の熱い志によるのだ

と痛感させられました。

　法学部の責任上、資金ゼロ、正式な事務所の不存在の状態を放置し続けることは許されません。８月に大学は

法学部同窓会に千歳会館の常時使用を許可し、同時に森崎会には会館の不法使用の中止と退去を通告しました。

しかし森崎会は居座って不法使用を続けたので、大学は退去に必要な措置をとる決定をしました。大学は施設管

理者としての責任を果たすために、やむを得ず本年３月２０日に森崎会の備品を撤去し、ようやく会館不法使用問

題は解決しました。

　ところで千歳会館の運営の重要事項は、４学部長、３同窓会長、学友会代表などの委員で構成さる会館委員会

で決定されます。折戸会長が会館委員に就任しましたが、このことは本学が法学部同窓会を制度上正式に認知し

たことを意味します。

　会の財政面では、緊急措置として多数の教員有志の協力で、活動資金を無利子で融資することにしました（融

資総額１７８万円）。この緊急融資で在学生への援助（あのく祭への補助金支出）、ホームページの開設、会報の準

備などの同窓会活動が可能になりました。

　当初からの懸案事項であった保留中の新入生の入会金（平成１６年度・１７年度分）については、２月の久留米大

学理事会で同窓会への引渡しが承認されました。１８年度入会金はすでに同窓会へ引き渡すことになっており、同

窓会の財政問題は将来にわたり完全に解決しました。追い詰められた森崎会は、無謀にも大学を被告として入会

金引渡訴訟を提起しました。しかし彼らに勝訴の展望はありません。

　法学部教授会は森崎会に対して、「久留米大学法学部」の名称使用を禁止しています。本学が承認する法学部

同窓会は、名実ともに折戸執行部の団体のみであることを、改めて皆さんにご報告いたします。

　３月２４日に久留米大学の卒業式が挙行されました。恒例の卒業祝賀会に、折戸会長ほか４人の役員が来賓とし

て出席され、会場のあちこちで先輩と後輩の交歓の輪ができました。新卒業生３５０名は、同窓会の新しい活力にな

ってくれるでしょう。

  昨年５月から同窓会はさまざまな困難を一つひとつ克服し、活動実績によりその存在感を強めて着実に前進して

います。今や、本学の関係者・関係機関のすべてが、法学部同窓会を支持しその発展を強く願っています。同窓

会再建の仕上げは５月の総会です。私たちは昨年の緊急同窓生集会以上の成功を心よりお祈りしています。

　２００６年度は法学部開設２０周年にあたります。法学部にとって意義ある記念すべき年に、法学部同窓会の再建後

第１回の総会が開催されることは、単なる偶然とは思えません。私たち教員は総会で１人でも多くの皆さんとお

会いし歓談できることを、今から楽しみにしています。では５月２７日に御井キャンパスで再見！

～350名が卒業、同窓会役員が祝賀会で祝福～

平成17年度卒業式

　3月24日（金）午前10時から御井学舎みいアリーナにおいて平成17年度卒業式が行われ、法学部からは

350人が卒業しました。

　式が終了した後、恒例の法学部主催「卒業祝賀会」が久留米市内のホテルニュープラザにて盛大に行われ、

折戸会長より祝辞が述べられるとともに、他同窓会の理事４名も後輩たちの門出を祝いました。

　以下、卒業生の植野さんから卒業に際し、今後の抱負などを寄稿いただきましたのでご紹介いたします。

　去る3月24日、私は無事に久留米大学を卒業すること

ができました。大学生活を振り返ってみると、日々の

授業やゼミナール、委員会活動やアルバイトなど様々

なことに尽力し、得ることが多く充実した4年間であっ

たように思います。今思えば、失敗も数多くしてしまい、

自暴自棄になってしまったこともあり、決して順風満

帆ではありませんでしたが、それを乗り越えてきたか

らこそ達成感を味わうことが出来ましたし、自分自身

の成長に繋がったと思っています。

　このことは、社会人として仕事をしていく時でも、

同じプロセスを辿ることができると私は思っています。

新しい環境で、多くの人と触れ合い、様々な体験をし

ていく中では、楽しいことばかりではなく、苦しいこ

とや辛いこともあります。それは学生だった頃に比べ

て規模や責任が大きくなった分、重いものになるでし

ょう。案件によっては、夜も眠れない日々が続くかも

しれません。しかし、その課題をクリアした先に、本

当の仕事のやりがいが潜んでいると思います。私は、

その壁を乗り越えることで、自己成長と自己実現を遂

げることが、社会人の意義だと考えています。

　最近、利益や地位を重んじる傾向が強くあり、法令

違反を犯してしまうという事件が多発しています。こ

れには社会情勢など様々な原因が複雑に絡んでいるの

で一概には言えませんが、私は、前述の意義を理解す

ればこのような事態は防げると思います。私たちは法

学部を卒業したものとして、意識改善の一翼を担って

いく必要があるのではないでしょうか。

　例えば、義務を行う際に、損することや得すること

で見るのではなく、これは善なのか悪なのかというも

のさしで判断していくことや、仕事は与えられたもの

でやらなければならないものだと考えず、仕事は自分

を成長させてくれるツールであり、積極的にやりたい

という気持ちで臨むことなど、ちょっとした心がけで

楽しく仕事ができると思います。これらのことが実現

して、初めて胸を張って社会人だと誇ることが、金銭

以上の何にも替え難い財産ではないでしょうか。そし

てその結果として、大学で得た以上の達成感や、自己

成長を感じることができれば幸いに思いますし、将来、

社会人を振り返った時に、「充実していたなぁ」とは

にかみながら言うことができたら良いと思います。

第16回卒業　植野　直孝

左から、卒業生の植野さん、
折戸会長、阿部法学部長

吉村ゼミの卒業生
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同窓会再建の歩みと今後の展望
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学理事会で同窓会への引渡しが承認されました。１８年度入会金はすでに同窓会へ引き渡すことになっており、同
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　平成１７年度の久留米大

学法学部の就職状況は、

長かったポストバブル不

況からの経済回復を背景に大きな改善をみました。就

職希望者ベースの就職決定率＊が９５％、卒業者ベース

の進路決定率＊＊が６８％と、前年度比でそれぞれ１１％、

１２％の増加となりました（久留米大学文系学部全体で

は、希望者ベースの就職決定率が９２％、卒業者ベース

での進路決定率が７３％で、それぞれ前年度比で３％、

６％の増加でした）。就職先の業種別では、小売２０％、

卸売２０％、サービス２０％、金融２０％、建設業・製造

業１０％、医療福祉・公務員１０％、地域別（本社所在地）

では、福岡県５０％、九州他県２０％、首都圏１５％とい

った配分です。なお大学院進学者は法科大学院を含め

て７名です。（就職課調べ）

　大学をとりまく就職状況は、バブル景気終了後、特

に平成１０年の消費税引き上げと山一證券・北海道拓殖

銀行倒産以後に著しく悪化しました。久留米大学の就

職実績は、九州の私立大学ではずっとトップクラスを

誇っていますが、それでも、法学部ではバブル期に８０

％を超えた卒業者ベースでの進路決定率は５０％前後の

水準にまで落ち込みました。学内の他学部と比べて、

就職希望者ベースではあまり就職率は変わらないものの、

公務員・資格志向が強い分だけ民間企業就職希望者が

少ないため、卒業者ベースでの進路決定率は１０％程度

低い状態が続きました。法学部の学生の場合、民間企

業に目を向ける度合いがやや少ないこと、さらに事務

職志向が強いため営業職人材を求める経済界の志向と

のずれがあることといった就職意識が結果的に不利に

働いたといえるようです。

　大学としてもこうした状況に対して、従来からの就

職斡旋にとどまらず、学生の企業研修制度の導入、就

職対策合宿の実施、企業経営者と学生との交流会の開

催などで就業意識の向上につとめてきました。また学

部としても、社会人講師による講演「職業と社会」の

正規科目化や、ゼミ合同の進路説明会の実施を行ない、

現実に即した進路決定を促しました。これらの措置の

甲斐もあったのか、企業業績回復による求人増加の機

会を生かせるようになったようで、法学部の就職状況

はかなり改善して他学部とくらべても遜色ない水準に

なりました。今後も企業業績回復と団塊世代引退によ

る民間求人の堅調はまだ当分続きそうなので、就職状

況もいわば平常化していくと予想されますが、キャリ

ア科目導入など就職準備のための措置を進めていくこ

とにしています。

　ながらく就職者が卒業者の半数程度であったことは、

就職後にも必ずしも安定していたとはいえない経済情

勢とあいまって、同窓会の活動や運営にネガティブな

影響を及ぼしてきたのではないかと思われます。卒業

生の皆様には、今後とも法学部同窓会と大学後輩のた

めに御声援をいただければありがたく存じます。

＊就職希望者ベースの就職決定率＝就職者数(アルバイ

ト除く)÷就職希望者数

＊＊卒業者ベースの進路決定率＝（就職者数(自営含む、

アルバイト除く)＋大学院進学者数）÷卒業者数

就職・進路状況について

法学部就職委員長　荒 井 　 功

　同窓会会員の皆様。ご存知ですよね。久留米大学にも法

科大学院（いわゆる、ロースクール）が存在しているので

す。

　久留米大学ロースクールは、2004年４月に開設され、

2年コース（いわゆる既習者コース)4名と3年コース(いわ

ゆる未修者・標準履修コース)37名の新入生を受け入れて

スタートしました。そして、今年2006年３月に２年コー

スの4名がロースクールを終了しました。彼らは、法務博

士という学位を得て、今年５月に行われる新しい司法試験

（いわゆる「新司法試験」）に挑むことになります。また、

４月には31名の入学生を受け入れました。彼らは、これ

から２年ないし３年の、厳しいけれども、きっと学びの楽

しさを感じる学習を進めていくことになります。

　これも皆さんご承知の通り、従来の司法試験は、一発勝

負の資格試験であり、非常に高いハードルだと言われてい

ます。弁護士や裁判官、検察官という法曹になるためには、

この異常に高いハードルである試験に合格しなければなり

ません。そのため、受験テクニックを磨くことが、法曹に

なるための勉強なのだという形になっていました。択一試

験の「解き方」、論文試験の「書き方」の習得が勉強の中

心になってしまったのです。それを身に付けるために気の

遠くなるような時間を費やす。これでいいのか、という声

が上がるのも当然のことでした。

　法曹にとって真に必要なスキルとマインドを身に付ける

教育を受け、それを習得した人に司法試験の受験資格を与

えようという構想の下に立ち上がったのが「法科大学院｣

でした。久留米大学も全国の他の66大学とともに（現在は、

74校）、2004年４月に第一期のロースクールとして船

出をしました。地域のために尽くし、地域の人々のために

働く法曹を、この久留米という環境も人柄も最高の場所で

養成すること。これが、私たち久留米大学ロースクールの

使命だと考えています。その意味でも、何とか進路を間違

えずに進んでいます。

　久留米大学ロースクールは、福岡県弁護士会筑後部会か

らのバックアップを得て、「理論と実務の架橋」という高

邁なモットーを実現しようとしています。全国的に有名な

馬奈木昭雄弁護士をはじめ、内田省司弁護士、日野佳弘弁

護士、松本佳郎弁護士の４名の弁護士が教育に携わってお

られます。法は現実の中でこそ「法」になる。現実を無視

したところに「法」はありえない。久留米大学ロースクー

ルの教育は、この基本思想をベースにしていますが、これ

は、実務家による法学教育を実践してきた久留米大学法学

部の伝統を受け継いだものです。

　このように、久留米大学法学部あっての久留米大学ロー

スクールです。さらに私たちは、久留米大学ロースクー

ルあっての久留米大学法学部だとも言われるように前進

していかなければなりません。ところが、現在、久留米

大学法学部出身者は現３年生に４名、２年生に１名、新

１年生に１名です（久留米大学の他学部出身者が２名い

ますが…）。１学年の定員が40名の小規模なロースクール

ですが、決して、久留米大学法学部出身者の数が多いと

は言えません。もちろん、一日でも早く社会の即戦力た

らんとする久留米大学法学部の学生の志は尊敬に値します。

ですから、ロースクールにチャレンジしないことを批判

したり、非難することはできません。けれども、私たちが、

久留米大学法学部で学んだ人たちに、法曹のための教育

をしたいと考えていることも事実です。

一旦社会に出て、社会で起こっている出来事を肌で感じ、

その中に矛盾などを感じ、法曹を志そうとする人もいます。

ロースクールは様々な社会経験を有する人の受け入れに

積極的でなければなりません。久留米大学ロースクール

もそうですし、実際に社会経験を有する人が多く学んで

います。確かに、ロースクールでの学習は厳しいもので、

働きながら進学するということには相当な困難が伴いま

す（仕事を辞めて不退転の決意で進学する人が多いと言

えます）。私たちは、久留米大学法学部で学んだ人、そ

の上で社会経験を積んだ人に法曹教育をできれば、無上

の喜びを感じるでしょう。

　同窓会会員の皆様。久留米大学にロースクールがある

ことを再確認していただけたでしょうか。皆様は社会で

苦しむ人たちのために様々な活動を行っていらっしゃる

と思います。法曹もそのような活動ができる職業です。

法律家は社会の病気を治すためのプロフェッショナルな

のです。是非とも、久留米大学ロースクールを温かく見

守ってください。そして、いつの日かロースクールの門

を叩かれ、私たちと一緒に学ぶことを期待しています。
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　平成１７年度の久留米大

学法学部の就職状況は、

長かったポストバブル不

況からの経済回復を背景に大きな改善をみました。就

職希望者ベースの就職決定率＊が９５％、卒業者ベース

の進路決定率＊＊が６８％と、前年度比でそれぞれ１１％、

１２％の増加となりました（久留米大学文系学部全体で

は、希望者ベースの就職決定率が９２％、卒業者ベース

での進路決定率が７３％で、それぞれ前年度比で３％、

６％の増加でした）。就職先の業種別では、小売２０％、

卸売２０％、サービス２０％、金融２０％、建設業・製造

業１０％、医療福祉・公務員１０％、地域別（本社所在地）

では、福岡県５０％、九州他県２０％、首都圏１５％とい

った配分です。なお大学院進学者は法科大学院を含め

て７名です。（就職課調べ）

　大学をとりまく就職状況は、バブル景気終了後、特

に平成１０年の消費税引き上げと山一證券・北海道拓殖

銀行倒産以後に著しく悪化しました。久留米大学の就

職実績は、九州の私立大学ではずっとトップクラスを

誇っていますが、それでも、法学部ではバブル期に８０

％を超えた卒業者ベースでの進路決定率は５０％前後の

水準にまで落ち込みました。学内の他学部と比べて、

就職希望者ベースではあまり就職率は変わらないものの、

公務員・資格志向が強い分だけ民間企業就職希望者が

少ないため、卒業者ベースでの進路決定率は１０％程度

低い状態が続きました。法学部の学生の場合、民間企

業に目を向ける度合いがやや少ないこと、さらに事務

職志向が強いため営業職人材を求める経済界の志向と

のずれがあることといった就職意識が結果的に不利に

働いたといえるようです。

　大学としてもこうした状況に対して、従来からの就

職斡旋にとどまらず、学生の企業研修制度の導入、就

職対策合宿の実施、企業経営者と学生との交流会の開

催などで就業意識の向上につとめてきました。また学

部としても、社会人講師による講演「職業と社会」の

正規科目化や、ゼミ合同の進路説明会の実施を行ない、

現実に即した進路決定を促しました。これらの措置の

甲斐もあったのか、企業業績回復による求人増加の機

会を生かせるようになったようで、法学部の就職状況

はかなり改善して他学部とくらべても遜色ない水準に

なりました。今後も企業業績回復と団塊世代引退によ

る民間求人の堅調はまだ当分続きそうなので、就職状

況もいわば平常化していくと予想されますが、キャリ

ア科目導入など就職準備のための措置を進めていくこ

とにしています。

　ながらく就職者が卒業者の半数程度であったことは、

就職後にも必ずしも安定していたとはいえない経済情

勢とあいまって、同窓会の活動や運営にネガティブな

影響を及ぼしてきたのではないかと思われます。卒業

生の皆様には、今後とも法学部同窓会と大学後輩のた

めに御声援をいただければありがたく存じます。

＊就職希望者ベースの就職決定率＝就職者数(アルバイ

ト除く)÷就職希望者数

＊＊卒業者ベースの進路決定率＝（就職者数(自営含む、

アルバイト除く)＋大学院進学者数）÷卒業者数

就職・進路状況について

法学部就職委員長　荒 井 　 功

　同窓会会員の皆様。ご存知ですよね。久留米大学にも法

科大学院（いわゆる、ロースクール）が存在しているので

す。

　久留米大学ロースクールは、2004年４月に開設され、

2年コース（いわゆる既習者コース)4名と3年コース(いわ

ゆる未修者・標準履修コース)37名の新入生を受け入れて

スタートしました。そして、今年2006年３月に２年コー

スの4名がロースクールを終了しました。彼らは、法務博

士という学位を得て、今年５月に行われる新しい司法試験

（いわゆる「新司法試験」）に挑むことになります。また、

４月には31名の入学生を受け入れました。彼らは、これ

から２年ないし３年の、厳しいけれども、きっと学びの楽

しさを感じる学習を進めていくことになります。

　これも皆さんご承知の通り、従来の司法試験は、一発勝

負の資格試験であり、非常に高いハードルだと言われてい

ます。弁護士や裁判官、検察官という法曹になるためには、

この異常に高いハードルである試験に合格しなければなり

ません。そのため、受験テクニックを磨くことが、法曹に

なるための勉強なのだという形になっていました。択一試

験の「解き方」、論文試験の「書き方」の習得が勉強の中

心になってしまったのです。それを身に付けるために気の

遠くなるような時間を費やす。これでいいのか、という声

が上がるのも当然のことでした。

　法曹にとって真に必要なスキルとマインドを身に付ける

教育を受け、それを習得した人に司法試験の受験資格を与

えようという構想の下に立ち上がったのが「法科大学院｣

でした。久留米大学も全国の他の66大学とともに（現在は、

74校）、2004年４月に第一期のロースクールとして船

出をしました。地域のために尽くし、地域の人々のために

働く法曹を、この久留米という環境も人柄も最高の場所で

養成すること。これが、私たち久留米大学ロースクールの

使命だと考えています。その意味でも、何とか進路を間違

えずに進んでいます。

　久留米大学ロースクールは、福岡県弁護士会筑後部会か

らのバックアップを得て、「理論と実務の架橋」という高

邁なモットーを実現しようとしています。全国的に有名な

馬奈木昭雄弁護士をはじめ、内田省司弁護士、日野佳弘弁

護士、松本佳郎弁護士の４名の弁護士が教育に携わってお

られます。法は現実の中でこそ「法」になる。現実を無視

したところに「法」はありえない。久留米大学ロースクー

ルの教育は、この基本思想をベースにしていますが、これ

は、実務家による法学教育を実践してきた久留米大学法学

部の伝統を受け継いだものです。

　このように、久留米大学法学部あっての久留米大学ロー

スクールです。さらに私たちは、久留米大学ロースクー

ルあっての久留米大学法学部だとも言われるように前進

していかなければなりません。ところが、現在、久留米

大学法学部出身者は現３年生に４名、２年生に１名、新

１年生に１名です（久留米大学の他学部出身者が２名い

ますが…）。１学年の定員が40名の小規模なロースクール

ですが、決して、久留米大学法学部出身者の数が多いと

は言えません。もちろん、一日でも早く社会の即戦力た

らんとする久留米大学法学部の学生の志は尊敬に値します。

ですから、ロースクールにチャレンジしないことを批判

したり、非難することはできません。けれども、私たちが、

久留米大学法学部で学んだ人たちに、法曹のための教育

をしたいと考えていることも事実です。

一旦社会に出て、社会で起こっている出来事を肌で感じ、

その中に矛盾などを感じ、法曹を志そうとする人もいます。

ロースクールは様々な社会経験を有する人の受け入れに

積極的でなければなりません。久留米大学ロースクール

もそうですし、実際に社会経験を有する人が多く学んで

います。確かに、ロースクールでの学習は厳しいもので、

働きながら進学するということには相当な困難が伴いま

す（仕事を辞めて不退転の決意で進学する人が多いと言

えます）。私たちは、久留米大学法学部で学んだ人、そ

の上で社会経験を積んだ人に法曹教育をできれば、無上

の喜びを感じるでしょう。

　同窓会会員の皆様。久留米大学にロースクールがある

ことを再確認していただけたでしょうか。皆様は社会で

苦しむ人たちのために様々な活動を行っていらっしゃる

と思います。法曹もそのような活動ができる職業です。

法律家は社会の病気を治すためのプロフェッショナルな

のです。是非とも、久留米大学ロースクールを温かく見

守ってください。そして、いつの日かロースクールの門

を叩かれ、私たちと一緒に学ぶことを期待しています。
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れども、寝る間もないほど忙しいことなど、裏話を交

え楽しく話してくれました。

　宮田さんは最も若く昨年の卒業生で、久留米大学法

科大学院の２年生です。法科大学院では勉強に明け暮

れる日常生活だが、同じ法曹を目指す仲間と楽しく勉

強できること、法科大学院に入学するための準備をど

うするか、また、法科大学院終了後の新司法試験の話

など、限られた時間内で簡潔に紹介してくれました。

身を乗り出すようにして聞いている新入生もいて、法

科大学院と法曹への関心の高さを感じました。

　年代が比較的近く、かつ法学部の先輩であることが、

新入生に身近で親しみやすさが感じられるのか、講義

以上に（？）皆真剣に先輩達の話しに耳を傾けていま

した。

　各自の１５分ほどのスピーチが終了した後に、関心の

ある学生がそれぞれ卒業生を囲んで個別相談会が行わ

れました。学生が分野ごとに講師を囲み、熱心な質疑

が交わされました。卒業生の皆さんの後輩への熱い思

いが新入生に伝わり、初対面にもかかわらず、和やか

な雰囲気のなかで熱気に満ちた質疑応答が続き、会場

の時間制限でようやく終了させたほどでした。

　こうした試みは毎年成果を挙げていると実感します。

教員ではできない役割を卒業生の皆さんが果たしてく

れることに、私たちは心から感謝しています。

　卒業生の皆さん、来年も新たなメンバーでよろしく

お願いいたします。講師の自薦他薦は学生委員（図子

委員長、森尾、本間、山下委員）までご連絡ください。

　

                         

　

　○就職相談会

　最近の合宿では、２日目の夕方に卒業生を招いて、

それぞれの職業の立場から、新入生に話をしていただ

いています。今年は、折戸謙介さん（行政書士・同窓

会会長・５期生）、沖大輔さん（消防士・１１期生）、

米村直久さん（テレビ・ディレクター１１期生）、宮田

麻央さん（法科大学院生・１５期生）の４人が、各自の

経験を踏まえて話をしてくれました。

　折戸さんは行政書士の仕事が幅広いことを紹介しま

した。会社設立、車の登録から債権の取り立て、スト

ーカー対策や男女のトラブルなど具体例を通して、「町

の法律家」の実際を話してくれました。まさに、ＴＶ

ドラマ「カバチタレ！」（常磐、深津主演）の世界を

垣間みる感じがしました。さらに、資格の取り方を説

明し、学生時代に勉強することの重要性を語り、在学

中に資格を取得するのが望ましいとアドバイスしました。

　沖さんは、学生時代の話をユーモラスに交え、消防

の仕事の内容（防火指導、日常の訓練、防火予防、１

１９番通報、立入査察）などから、学生生活へのアド

バイス（新聞を読んで世の中の動きを知ること、命の

大切さなど）を話しました。

　米村さんは、ＦＢＳの「朝どき九州」の番組担当デ

ィレクターで、入社してアシスタント・ディレクター（Ａ

Ｄ）としての厳しい日々（ＡＤはディレクターの小間

使いで奴隷だとか）から始まり、それを乗り越え、デ

ィレクターになったこと、華やかな仕事に思われるけ

～卒業生と新入生の交流～イン・ハウステンボス

法学部教授
2006年度オリエンテーション合宿実行委員

　○今年度のオリエンテーション合宿について

　４月１３日（木）から１５日（木）まで、恒例の「新入

生オリエンテーション合宿」がハウステンボス（長崎

県佐世保市）で行われました。参加した新入生は３５０

名弱（入学者３７５名）で、法学部教員もほとんどが参

加しました。

　合宿はこれまで夜須高原（福岡県筑前町）、南阿蘇（熊

本県）、秋吉台（山口県）、西長戸（山口県）などで

行ってきましたが、２００１年度からはハウステンボスで

実施しています。卒業生の皆さんはそれぞれの合宿の

場所での思い出があることでしょう。折戸会長（５期生）

は夜須時代だそうです。会長ご自身はハウステンボス

は今回が初入国だそうで、今の合宿が宿泊も食事も豪

華なのに驚き、自分たちの時代とはだいぶ違うと感想

を漏らされていました。しかし会長の夜須高原合宿も

貴重な体験だったようで、合宿で出会った友達のなか

には、今でも付き合っている親友がいると嬉しそうに

話していました。

　合宿の初日は講演会、オリエンテーション（進路ガ

イダンスと履修ガイダンス）、夕食会（教員・学生チ

ューターの紹介、ゲーム・ダンスなどのチューター企

画）、二日目は、午前中はゼミの集い、基礎ゼミ対抗

のウォークラリー、午後は自由時間で自由参加のミニ

ツアー、履修相談会、夕方から「就職相談会」などが

行われ、密度の濃い内容を学生チューターが綿密に計

画し手際よく実施していきました。初日の講演は学者、

弁護士などが続きましたが、今回は例年とは異なり、

久留米出身の３０代の若き実業家でマスコミ等でも頻繁

に取り上げられている貞方邦介氏（アルカサバ社長）※

にお願いしました。題目は「夢を実現する方法」でし

たが、野心的かつ堅実な事業展開への取り組み姿勢は、

新入生に勇気と刺激を与えました。なお今回の講演に

ついては、アルカサバのホームページに案内が出たので、

多数の一般の方から問い合わせが来ました。そこで一

般の方にも特別に公開することにしました。その結果、

当日には法学部卒業生を含む多数の人がハウステンボ

スに来られ、講演を聴講しました。質疑応答は例年以

上に盛り上がり、

１年生、上級生、

留学生、社会人の

方から活発な質問

が出ました。

※同氏は学生時代に

起業し、その後ホテル経営を含むサービス業で成功しまし

た。その半生の生き様については、著書『ＳＡＤＡＫＡＴ

Ａ！俺はこうして成りあがった』（２００５年６月、ゴマ

ブックス）をご参照ください。

2006年度法学部新入生
オリエンテーション合宿
からのレポート

神原　和宏

～就職相談会に折戸会長参加～

貞
方
氏
と
チ
ュ
ー
タ
ー
代
表

講演する折戸会長
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れども、寝る間もないほど忙しいことなど、裏話を交

え楽しく話してくれました。

　宮田さんは最も若く昨年の卒業生で、久留米大学法

科大学院の２年生です。法科大学院では勉強に明け暮

れる日常生活だが、同じ法曹を目指す仲間と楽しく勉

強できること、法科大学院に入学するための準備をど

うするか、また、法科大学院終了後の新司法試験の話

など、限られた時間内で簡潔に紹介してくれました。

身を乗り出すようにして聞いている新入生もいて、法

科大学院と法曹への関心の高さを感じました。

　年代が比較的近く、かつ法学部の先輩であることが、

新入生に身近で親しみやすさが感じられるのか、講義

以上に（？）皆真剣に先輩達の話しに耳を傾けていま

した。

　各自の１５分ほどのスピーチが終了した後に、関心の

ある学生がそれぞれ卒業生を囲んで個別相談会が行わ

れました。学生が分野ごとに講師を囲み、熱心な質疑

が交わされました。卒業生の皆さんの後輩への熱い思

いが新入生に伝わり、初対面にもかかわらず、和やか

な雰囲気のなかで熱気に満ちた質疑応答が続き、会場

の時間制限でようやく終了させたほどでした。

　こうした試みは毎年成果を挙げていると実感します。

教員ではできない役割を卒業生の皆さんが果たしてく

れることに、私たちは心から感謝しています。

　卒業生の皆さん、来年も新たなメンバーでよろしく

お願いいたします。講師の自薦他薦は学生委員（図子

委員長、森尾、本間、山下委員）までご連絡ください。

　

                         

　

　○就職相談会

　最近の合宿では、２日目の夕方に卒業生を招いて、

それぞれの職業の立場から、新入生に話をしていただ

いています。今年は、折戸謙介さん（行政書士・同窓

会会長・５期生）、沖大輔さん（消防士・１１期生）、

米村直久さん（テレビ・ディレクター１１期生）、宮田

麻央さん（法科大学院生・１５期生）の４人が、各自の

経験を踏まえて話をしてくれました。

　折戸さんは行政書士の仕事が幅広いことを紹介しま

した。会社設立、車の登録から債権の取り立て、スト

ーカー対策や男女のトラブルなど具体例を通して、「町

の法律家」の実際を話してくれました。まさに、ＴＶ

ドラマ「カバチタレ！」（常磐、深津主演）の世界を

垣間みる感じがしました。さらに、資格の取り方を説

明し、学生時代に勉強することの重要性を語り、在学

中に資格を取得するのが望ましいとアドバイスしました。

　沖さんは、学生時代の話をユーモラスに交え、消防

の仕事の内容（防火指導、日常の訓練、防火予防、１

１９番通報、立入査察）などから、学生生活へのアド

バイス（新聞を読んで世の中の動きを知ること、命の

大切さなど）を話しました。

　米村さんは、ＦＢＳの「朝どき九州」の番組担当デ

ィレクターで、入社してアシスタント・ディレクター（Ａ

Ｄ）としての厳しい日々（ＡＤはディレクターの小間

使いで奴隷だとか）から始まり、それを乗り越え、デ

ィレクターになったこと、華やかな仕事に思われるけ

～卒業生と新入生の交流～イン・ハウステンボス

法学部教授
2006年度オリエンテーション合宿実行委員

　○今年度のオリエンテーション合宿について

　４月１３日（木）から１５日（木）まで、恒例の「新入

生オリエンテーション合宿」がハウステンボス（長崎

県佐世保市）で行われました。参加した新入生は３５０

名弱（入学者３７５名）で、法学部教員もほとんどが参

加しました。

　合宿はこれまで夜須高原（福岡県筑前町）、南阿蘇（熊

本県）、秋吉台（山口県）、西長戸（山口県）などで

行ってきましたが、２００１年度からはハウステンボスで

実施しています。卒業生の皆さんはそれぞれの合宿の

場所での思い出があることでしょう。折戸会長（５期生）

は夜須時代だそうです。会長ご自身はハウステンボス

は今回が初入国だそうで、今の合宿が宿泊も食事も豪

華なのに驚き、自分たちの時代とはだいぶ違うと感想

を漏らされていました。しかし会長の夜須高原合宿も

貴重な体験だったようで、合宿で出会った友達のなか

には、今でも付き合っている親友がいると嬉しそうに

話していました。

　合宿の初日は講演会、オリエンテーション（進路ガ

イダンスと履修ガイダンス）、夕食会（教員・学生チ

ューターの紹介、ゲーム・ダンスなどのチューター企

画）、二日目は、午前中はゼミの集い、基礎ゼミ対抗

のウォークラリー、午後は自由時間で自由参加のミニ

ツアー、履修相談会、夕方から「就職相談会」などが

行われ、密度の濃い内容を学生チューターが綿密に計

画し手際よく実施していきました。初日の講演は学者、

弁護士などが続きましたが、今回は例年とは異なり、

久留米出身の３０代の若き実業家でマスコミ等でも頻繁

に取り上げられている貞方邦介氏（アルカサバ社長）※

にお願いしました。題目は「夢を実現する方法」でし

たが、野心的かつ堅実な事業展開への取り組み姿勢は、

新入生に勇気と刺激を与えました。なお今回の講演に

ついては、アルカサバのホームページに案内が出たので、

多数の一般の方から問い合わせが来ました。そこで一

般の方にも特別に公開することにしました。その結果、

当日には法学部卒業生を含む多数の人がハウステンボ

スに来られ、講演を聴講しました。質疑応答は例年以

上に盛り上がり、

１年生、上級生、

留学生、社会人の

方から活発な質問

が出ました。

※同氏は学生時代に

起業し、その後ホテル経営を含むサービス業で成功しまし

た。その半生の生き様については、著書『ＳＡＤＡＫＡＴ

Ａ！俺はこうして成りあがった』（２００５年６月、ゴマ

ブックス）をご参照ください。

2006年度法学部新入生
オリエンテーション合宿
からのレポート

神原　和宏

～就職相談会に折戸会長参加～

貞
方
氏
と
チ
ュ
ー
タ
ー
代
表

講演する折戸会長



9

Ｃ Ｍ Ｙ Ｋ
5％10％20％30％40％50％60％70％80％90％95％

久留米大学法学部同窓会会報 10久留米大学法学部同窓会会報

　新生同窓会が初めてつくる会報にふ

さわしい記事とは･･･？

　ネタを求めてしばらく学内をさまよ

ってみた。空腹を覚えた私の頭に「久

しぶりに学食でランチもいいかも･･･」

という考えが浮かんだ訳です。

　その結果、単純で本能に逆らわない

私の独断により、栄えあるレギュラー

記事の第1回は「学食」に決定！

　さっそく、十数年前の学生時代に入

り浸っていた「御井学館」の学食へ足

を向ける。高い天井、素っ気ないテー

ブルが当時のまま並んでいる。懐かし

さを感じさせ、しばし私をタイム・ス

リップさせてくれた。メニューは昔よ

り少なく、学生の姿もまばらで、一抹

の寂しさを思えた。

　しかし、高い天井、テーブルなどの

佇まいには当時そのままの様子に僅か

の時間私は、学生に戻ることができた。

　ところで、御井学館正面のメディア・

センター１階には学生らに最も親しま

れている「メインダイニング」として「Zip

（ジップ）」がある。大きな窓と白を

基調とした明るい雰囲気。女子学生も

気軽に利用しやすいようで、あちらこ

ちらで歓声があがっている。しかも、

メニューの豊富さには目を見張った。

日替わり定食はもちろん、煮物やサラ

ダなどのサイドメニューも豊富で実に

ヘルシー。学食にとっての重要なポイ

ントである安さとボリュームも申し分

がないのは言うまでもなく、彩りも鮮

やかだった。

　続いて紹介するのは、旧体育館跡地

に建設された「御井学生会館」１階に

あるファースト・フードの「クラリネ

ット」。ハンバーガーやホットドッグ、

ポテトなど馴染みのあるメニューを愛

恵会の方が手早く作ってくれる。広々

とした客席は、空腹を満たす場として

だけでなく、講義の合間にひと息つい

たり、待ち合わせの場所としても最適

らしく、利用している学生達の表情も

実に楽しげだった。

　クラリネットの隣には「ベーカリー・

ボンパルス」。こちらではシェフが自

慢のパンを焼いている。お腹にたまる

調理パンはもちろん、女子学生に好評

のクリームたっぷりのスイートなパン

も見逃せない。アイディア豊富な若き

シェフが生み出す新作が並ぶたびに試

すのも楽しみのひとつだそうだ。

　さらに、「御井学生会館」２階にあ

る「バイキング・欅（けやき）」ここは、

近頃ではデパ地下などでも定番となっ

ている「計量バイキング」がある。様々

なメイン、サイドメニュー、サラダな

どはもちろんのこと、デザートにぴっ

たりのスウィーツまで。食べたい分だ

けチョイスしたら会計ブースへ･･･。「女

子学生さんが、喜んで食べてくれますよ」

忙しい合間をぬって話を聞かせてくれ

た愛恵会の方の笑顔が、調味料となっ

てさらに美味しさが増すような気がした。

　御井学舎の「学食」は知らぬ間に増

えていたのには驚いた。母校を訪ねて

みるなら、是非とも様変わりした「学食」

に立ち寄ってみてはいかがだろう。

御
井
学
舎

今む
か
し

● 学 食

（事務局）

安達　美佐子

組織の危機管理とコンプライアンス

宗 岡 　 嗣 郎

　コンプライアンス（compliance）という言葉がある。

もともとは「従順」という意味だが、法律学や経営学

では「法令順守」とか「法令順守義務」という意味で

使われる。企業や組織の適正な運営に関するキーワー

ドである。

　少し前、王国とまで言われた西武グループに株名義

偽装の問題が発覚し、有価証券報告書の虚偽記載で、

グループの中核企業コクドの前会長が有罪となった。

また、最近では、ライブドア問題が新聞を賑わしている。

どちらのケースも、西武グループやライブドアといっ

た企業内で、コンプライアンスがはたらいていなかっ

たから生じた。その結果、企業に決定的なダメージが

与えられ、株主その他に多大な損害を与えることにな

った。

　企業は、経営者の私物ではなく、一つの経済共同体

として、社会的な責任をもっている。同窓会のような

非営利的な組織体もまた同じである。この企業や組織

体に対する社会的な責任を基礎づける最低の基準がコ

ンプライアンスである。

　私は、法学部同窓会の前執行部には、コンプライア

ンスが致命的に欠落していたと思う。前執行部による

同窓会運営は同窓会則を完全に無視するものであった。

そもそも、会長や役員を選出するための選挙管理委員

会はなく、総会に議題を提案する代議員会もなかった。

それにもかかわらず、会長がいたし、役員がいたし、

総会決議をしていた。この総会決議には、予算案や決

算案の承認も含まれている。法的に見れば、彼らのし

ていたことは、すべてが違法である。

　現在も、法学部同窓会長を自称する者がいるが、彼

らの記録をみれば、平成１７年１０月の総会で会長に選出

されている。しかし、この者は、私が法学部長であっ

た平成１７年３月の段階で、同窓会長を名乗って法学部

に文書を何通も出していた。平成１７年５月１５日の同窓

生集会を妨害する文書も、同窓会長の名前で全同窓生

に郵送されている。要するに、平成１７年１０月の総会で

会長になったのであれば、それ以前は会長を自称して

いたということである。

　さて、同窓会は非営利団体であるが、数千万円の資

産をもち、年間８００万円弱の予算で活動する団体である。

この資産は５,０００名を超える会員全体の共有資産である。

こういう実体をもった団体の会長を自称して、会長名

を使って、会員の権利義務に関連する文書を配布する

ことは、刑法上の犯罪（私文書の有形偽造）である。

前執行部の役員も法学部の出身者であり、法学のイロ

ハを勉強したはずであるが、残念ながら、コンプライ

アンスのかけらも持ち合わせていないようである。

　コンプライアンスの欠如は、前執行部を陰に陽に支

援してきた法人にも指摘しうる。しかし、この点は、

別の機会に問題にしよう。今回の同窓会問題を契機と

して、コンプライアンスの欠如は組織の危機管理にと

って赤信号であることだけを指摘しておきたい。

シリーズ

1
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■はじめに■

　私たちは、平成１７年５月１５日に、久留米大学法学部

の呼びかけによって開催された卒業生集会において、

唯一の法学部のパートナーとして認められている同窓

会の執行部です。

　この度、平成１８年度総会の実施に合わせて、私たち

の同窓会の会報２００６年号を、全ての法学部卒業生の皆

様に向け発行させていただいております。この貴重な

皆様の財産とも言える会報の紙面で、はなはだ恐縮で

はございますが、皆様へのご挨拶と平成１７年５月１５日

以降、現在に至るまでの経緯を簡単に説明させていた

だきます。

■過去の同窓会活動と実態■

　言うまでもなく、私たちが組織される前も、久留米

大学法学部には「同窓会」という組織は存在していま

した。先述の卒業生集会に参加された方はご存知だと

思いますが、私たちが組織される前の同窓会（「旧同

窓会」と便宜上呼称します）は、実質的な活動を永き

に渡り行なっていませんでした。

　同窓会は収入や支出を伴い活動を行う事業主体です。

法学部に委託して入学金の中に含めて徴収している同

窓会への入会金が一番の主な同窓会の収入になります。

旧同窓会は活動実績がほとんどない組織でありながら、

会員の皆様からの大切な資金で何がしかの支出を行い、

会計報告、会計監査はおろか、帳簿の存在さえも明ら

かにはしていません。そして、その内容不明の支出は

莫大な額になるのです。同窓会組織の運営の名のもとに、

同窓会活動を装って、不正な支出をしていたと評価さ

れても仕方のない状況だったのです。

■同窓会再建のために“卒業生集会”を開催■

　そうした不正常な状況に、久留米大学法学部と卒業

生の一部が気づき、旧同窓会に対して最低限の情報開

示や説明を求めてきましたが、誠実な対応がなされた

とは言えなかったがために、「卒業生集会」の開催、

そして事実上瓦解していた「久留米大学法学部同窓会」

を“再生”させるため、新規約の元に新たな同窓会組

織の編成へと至ったのです。

　「卒業生集会」には７０名を超える卒業生が参加し、

委任状の提出者も４００名近くになりました。合計する

と約５００名近くに上ります。承認された私たち新執行

部は、過去の同窓会の会計に関する調査を行い、卒業

生の皆様に報告していくということになりました。

■“卒業生集会”後の状況■

　卒業生集会後、新たに結成された私たち新執行部の

それからの一年については、苦難に満ちていたと言っ

てよいでしょう。

　旧同窓会執行部が運営しているホームページなどで

公開されている同窓会の執行部の役員として名前が記

載されている方々の大半は同窓会の活動にはほとんど

無関与です。また、御井学舎内にある同窓会館に、旧

同窓会に雇われたという事務員が、先の卒業生集会で

私たち新執行部が承認された翌週には通勤を開始した

という事実、さらに、旧同窓会のホームページを見れば、

特定の教授および法学部教授会への誹謗中傷、不適正

な会計処理が非難されているのに卒業生に同窓会費の

支払いを呼びかけ、権限が無いにも関わらず久留米大

学８０周年史編集委員会の名称で寄付を募る文章を新た

に掲載したりしています。なお、現在旧同窓会の会長

とされる森崎賢一氏は、正式な手続きを経て会長に就

任したものではありません。加えて、旧同窓会のホー

ムページ（平成１８年３月末現在）では、今なお会長は

古賀公子氏と明示してあります。

　これら重大な事実の不当な隠蔽、あるいは民事上の

不法行為となりうる事実に対して、久留米大学法学部

と我々同窓会新執行部は、旧同窓会に違法性があるこ

とを指摘し、帳簿類、銀行口座通帳、及び印鑑等同窓

会の重要な財産の引渡し、ホームページの閉鎖、さら

に「久留米大学法学部」の名称を使用しないこと等々

を内容証明郵便において正式に求めてきました。

久留米大学法学部同窓会新執行部一同

　　　　　　　　　平成18年3月31日

久留米大学法学部の卒業生の皆様へ
～同窓会組織の経過と報告～

卒業生の皆さんへ

元法学部長　西嶋  法友

　今年ご卒業の皆さん、おめでとうございます。また

既に社会の各分野でご活躍のすべての卒業生の皆さん、

お変わりありませんか。

  同窓会も昨年５月の卒業生集会で、それまで不適正な

運営に終始していた旧執行部に代わり、折戸執行部が

めでたく発足しました。またこれまでに、阿部学部長

や執行部の皆さんの努力が実り、折戸執行部が法学部

同窓会の唯一の正当な執行部であることが、法学部の

みならず大学全体から認知されたことは実に喜ばしい

ことです。正義感と使命感にあふれる新執行部のもとで、

同窓会が力強く発展することを期待しています。教員

サイドも全力で支えたいと存じます。

　旧執行部の活動実態については、５月集会やそれま

での過程で衝撃的な諸事実が明らかになりました。幹

事会や総会は少なくとも過去数年間、規則どおりに成

立したことがなく、適正な会計処理も行われてこなか

ったこと、全卒業生約５,０００名に配布されていたはず

の同窓会報が少なくとも最近の号ではわずか１００部し

か印刷されていなかったこと、集会参加者で近時会報

や総会通知を受け取ったことことのある人が皆無の状

態だったこと、等々です。

　私は平成１１年４月から４年間の学部長在任中、およ

びその前に学生委員会を担当していた４年間、計８年

にわたり、卒業生の皆さんに学部や大学の近況をお知

らせすべく、同窓会報や行事案内に詳細な記事を寄せ

ていましたが、集会でわが耳を疑うようなこうした衝

撃的な事実の報告を聴きながら、会報に寄せた多くの

重要な情報が、卒業生の皆さんに殆ど届いていなかっ

たのではないかとの疑念とともに、強い憤りを覚えた

次第です。これらの情報には、法学部創設１５周年（平

成１３年）記念行事の呼びかけや報告、法科大学院設立

準備状況の報告その他、さらに他の先生方からのたく

さんの挨拶・報告が含まれています。

　旧執行部の不適正な運営が過去から継続するのかど

うかまだ解明されてはいませんが、少なくとも過去の

一時期にその事実はあったと考えています。字数の関

係で詳述できませんが、平成９年頃には一部幹事の使

い込み疑惑や幹事会の内部対立、一部教員のそれらへ

の関与といった噂や文書が私の耳目にも触れていまし

たし、翌年にはより具体的な情報ももたらされました。

一部教員が不正支出について同窓会幹部をやんわり叱

責した場面も記憶しています。今から考えますと、そ

の当時、学部として疑惑解明に乗り出すように求める

べきだったと考えていますが、主として同窓会運営に

関する学部の責任についての認識不足やそれに起因す

る無関心がそれを妨げたのではないかと反省している

ところです。今後、折戸執行部の支援と旧執行部の疑

惑解明の中で、不十分ながら私自身の責任を果たして

いきたいと考えている次第です。

　卒業生の皆さんのご健勝を祈念しますとともに、次

期総会での再会を楽しみに待っています。

御井学舎の風景e
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　そうしたこれまでの久留米大学法学部と我々同窓会

新執行部の働きかけに対し、旧同窓会からの反応は、

要約すれば「同窓会館に事務員も常駐させており、組

織としての実体が自分たちにはある。そして、長年に

渡り同窓会として活動してきたのは自分たちである。

ゆえに、帳簿や口座類を引き渡す義務はない」との回

答なのです。また、「５月１５日の同窓生集会の参加者

の大半は、教授陣により集められた在校生であり、集

会の議決は無効である」という虚偽の事実を大学内部

で宣伝したりしたのです。私たち新執行部発足からこ

の一年間は、そのような虚偽に対応する空しい活動に

かなりの時間と労力を奪われてしまいました。

■最後に■

現在、同窓会のホームページが二つあったり、森崎氏

を会長とする久留米大学法学部同窓会を称する集会の

案内が突然届いたりと、あたかも久留米大学には同窓

会という組織が２つ存在しているように客観的には見

えてしまうことがあるかもしれません。しかし、森崎

氏らは自分たちも同窓会という組織なのだという体裁

を装っている数人の私的なグループに過ぎませんので、

久留米大学法学部卒業生の皆様におかれましては、惑

わされないよう、自身の目でしっかりと見極めていた

だきたいと思います。

　私たち新執行部は、発足からこれまでの約１年間、様々

な困難に直面してきました。そして、今現在もその困

難に立ち向かっている途中なのです。そして困難を無

事に乗り越えて、正しい意味での同窓会活動を展開し

ていきたいと考えております。

　どうか、皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお

願い申し上げます。

※本文書はダイジェスト版です。全文については、近日中に

　久留米大学法学部同窓会ホームページにおいて公開予定です。
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　一期生の安達（旧姓佐々木）美佐子

です。

　私が久留米大学法学部の最初の学生

として御井キャンパスに足を踏み入れてから、早いものでも

うすぐ20年になろうとしています。「20年」と聞くと、随

分長い歳月に思えますが、実際に過ぎてしまえば「瞬きの間」

であったような気さえします。

　そして今回、初めて同窓会運営に参加することになった訳

ですが、緊張を覚えると同時に大きな期待をも感じています。

ある意味、法学部の「歴史の1ページ」に立ち会っているの

ですから・・・

　様々な事情を背景に産声を上げた「新生」久留米大学部法

学部同窓会ですが、卒業生や在校生の皆さんが胸を張って堂々

と「久留米大学部法学部の出身です」「久留米大学法学部で

学んでいます」と言えるよう、及ばずながらも精一杯尽力し

ていきたいと思います。

　更に、同窓生の皆さんにもご助力頂ければ幸いです。どう

ぞよろしくお願い致します。

　尚、私は現在「同窓会館（千歳会館）」にて、法学部同窓

会事務局として勤務しております。機会がありましたら、是

非お立ち寄り下さい。心よりお待ちしております。

　早いもので、平成３年の春に久留米

大学法学部を卒業しまして、ご縁あっ

て、久留米市内で仕事をさせていただ

いています。親しくなった友人のことや本当に印象深かった

ことはもちろん鮮明に覚えていますが、考えてみますと大学

在学中のことは意外と覚えていないことのほうが多いようです。

それに、親しくなった友人がいるとは言え、そうした友人の

多くは、卒業後、仕事などの都合で生活の中心が久留米から

離れ、普段から良く会えるという訳にはいかなくなっています。

それはそれであたりまえのことですが、ふとわきおこる寂し

さにも似た感じも、毎日の仕事や家庭で「それどころではない」

というのが現状です。大体、皆さんもそのような感じであろ

うと想像します。

　私が卒業してもうすぐ15年、つまり、久留米大学法学部１

期生が世に出るようになってまもなく15年経つことになるわ

けですが、卒業生の皆さんが、今は「それどころではない」

多忙な毎日をお過ごしでも、いつかは「思い起こせばなつか

しいが、皆どうしてるだろう？」と感じる時期が来るのでは

ないでしょうか。

　同窓会の運営について卒業生から期待されることとは何で

しょう。

　この久留米大学法学部に在籍していたという経験があると

いう意識だけでも、すでに十分な同窓生集団の一員としての

意識があるためこれでよいと言う方もあるかもしれませんが、

ある時、卒業生の皆さんが「今ごろ皆どうしてるだろう？」

とか、「自分の仕事に関係ある仕事をしてる人って、どんな

人がいるのだろう？」と感じたときに、同窓会がきちんと会

報を出しているとか、年に一回くらいの総会や、会員に懇親

の場を提供していると思い出してもらうことと考えています。

同窓会にそうした目が向けられる瞬間は、いつ訪れるのか卒

業生本人にしかわからないことですから、同窓会は、いつな

ん時、そのような関心を向けられてもいいように、同窓会と

してきちんと運営して行き続けることだと思います。

　一部の卒業生の皆さんは、私が卒業したばかりのころ、当

時の同窓会の運営に携わっていたと覚えてある方もおられる

と思います。同窓会も生まれたてで、何をやればいいのか、

それこそ手探りでしたが、2期生3期生と同窓生の仲間が増え、

自分も仕事が忙しくなる中で会の運営から降りたという経緯

があります。それから10年くらい経ち、私自身同窓会の運営

に関心を向けていませんでしたし、同窓会の姿や運営も見え

てはいませんでした。
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なっていると聞きます。全国に目を向ければ大学の合併も現
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同窓会の役割は同窓生の繋がりを密にする事と同時に、大学

また、在校生への支援などを通じて、母校に貢献できる存在
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　私の場合、何の経験もなく突然、このような役をさせてい

ただくことになった訳ですが、微力ながら、務めさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　皆様、こんにちは。５期生の松尾朝

子です。

　大学を卒業してそのまま久留米に住

むことになり、念願だった旅行会社に就職をし、途中転職も

しましたが、現在は近畿日本ツーリスト特約店甘木ツーリス

トに勤めております。

　久留米大学とは、旅行の仕事を通してずっとご縁があり、

毎日のように通っています。もしかしたら学生時代より真面

目に通っているかもしれません。新入生オリエンテーション

合宿を担当させて頂いたり、ゼミ旅行、出張の手配など様々

な形でお世話になっております。このような形で、母校との

つながりが保てることは、実にありがたいことで、大変嬉し

く思っております。　またこの度の同窓会活動を通してなお

一層の縁が深まりそうです。

　微力ながら、同窓生の皆様、大学や先生方、これから入っ

てくる学生さんのためにも力を尽くしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

　今期初めて同窓会活動に参加させて

いただくことになりました、

学生時代には代議委員会の選挙管理委

員長や法学部オリエンテーション合宿の責任者などを務め、

多少ですが大学の活動に関わっていました。

　当時は同窓会活動には何の興味もなく、存在さえ知りませ

んでした。

　ところが、昨年５月に同級生からの誘いを受け、同窓生集

会に参加したときに同窓会の現状を知り、少しでも力になれ

ればと思い立候補させていただきました。同窓会というのは

卒業生のために存在するものであり、当然卒業生の皆さんが

あって成り立っているものだと思います。

　しかしながら、どのような活動をしているのか不明な点が

多かったのが事実です。

　今後、まずは同窓生の皆さんに理解していただける活動と

いうものを念頭において、同窓生同士、または教授との再会

の場を設けていきたいと考えています。

　もちろん私たちだけの力では果たせないことばかりだと思

いますので、同窓生の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　法学部同窓生の皆様、ご卒業おめで

とうございます。

このたび法学部同窓会役員として活動

させていただくことになりました、平成11年卒業法学部９回

生の河野説子と申します。在学中は代議委員会に所属し、同

じく同窓会役員の大坪さんも同期でともに奮闘していました。

当時は、『意見箱』を担当し、その機関誌の作成をしていま

した。出身は大分県日田市です。現在は国土交通省の非常勤

職員として勤務しています。

　私が初めて現状を知ったのは、一年前の一通の法学部同窓

会総会の案内状でした。それから総会に出席し悲惨な状況を

目の当たりにしました。自分が卒業した法学部同窓会の悲惨

な状況にとても悲しく思いました。他の役員の方に比べて特

に何か知識があるわけでもなく、大したことをしてきたわけ

ではありませんが、とても有意義な大学生活を送ることがで

きたのもこの同窓会のおかげだと思い、何か出来ることはな

いのかと考えました。そこでただの「縁の下の力持ち」では

なく、意味のある大きな「縁の下の力持ち」になってこの同

窓会を支えたいと思い、役員に立候補しました。まだまだ他

の役員の方々の足を引っ張るばかりで役にたてていないので

すが、これから挽回するべく精一杯、そして楽しく頑張って

いきたいと思います。

　どうぞ宜しくお願いいたします。
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役員一同と一丸となり、さらに皆様のご協力とお力添え頂け

る事により、より良い同窓会へと成長していけると信じてお

ります。

　今回ご挨拶するにあたり、今後とも同窓会の発展の為に尽

力していく事を決意新たに致しました、どうぞよろしくお願

い致します。

　卒業後、就職先の配属により熊本県

で生活していましたが、転職を経て現

在は福岡市で生活しています。

　私が卒業して13年、久留米を訪れる機会に乏しいまま時間

が過ぎていましたが、昨年の春に大学からの封書をみて久し

ぶりに大学を訪ねることになりました。

　ご存知の通り、その封書はとても喜ばしいものではなく、

同窓会運営に行き詰っている現状を伝えるものでしたが、卒

業して以来、大学の同窓会からの会報などを受け取った記憶

もなく、その存在さえも全く忘れてしまっていましたので、

詳しい事情はよくわからないまま、昨年5月の「卒業生集会」

に出席させていただきました。

　久しぶりに大学に足を踏み入れましたが、私が在籍してい

た頃とは随分変わっていて、懐かしい気持ちと同時に今の学

生たちがうらやましくも思えました。それぐらい景色が変わり、

雰囲気が変わっていたということです！

　現代は、少子化の影響で相対的に大学経営も厳しい時代に

なっていると聞きます。全国に目を向ければ大学の合併も現

実の時代になっているようです。

同窓会の役割は同窓生の繋がりを密にする事と同時に、大学

また、在校生への支援などを通じて、母校に貢献できる存在

である事も重要なことだと考えています。

　私の場合、何の経験もなく突然、このような役をさせてい

ただくことになった訳ですが、微力ながら、務めさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　皆様、こんにちは。５期生の松尾朝

子です。

　大学を卒業してそのまま久留米に住

むことになり、念願だった旅行会社に就職をし、途中転職も

しましたが、現在は近畿日本ツーリスト特約店甘木ツーリス

トに勤めております。

　久留米大学とは、旅行の仕事を通してずっとご縁があり、

毎日のように通っています。もしかしたら学生時代より真面

目に通っているかもしれません。新入生オリエンテーション

合宿を担当させて頂いたり、ゼミ旅行、出張の手配など様々

な形でお世話になっております。このような形で、母校との

つながりが保てることは、実にありがたいことで、大変嬉し

く思っております。　またこの度の同窓会活動を通してなお

一層の縁が深まりそうです。

　微力ながら、同窓生の皆様、大学や先生方、これから入っ

てくる学生さんのためにも力を尽くしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

　今期初めて同窓会活動に参加させて

いただくことになりました、

学生時代には代議委員会の選挙管理委

員長や法学部オリエンテーション合宿の責任者などを務め、

多少ですが大学の活動に関わっていました。

　当時は同窓会活動には何の興味もなく、存在さえ知りませ

んでした。

　ところが、昨年５月に同級生からの誘いを受け、同窓生集

会に参加したときに同窓会の現状を知り、少しでも力になれ

ればと思い立候補させていただきました。同窓会というのは

卒業生のために存在するものであり、当然卒業生の皆さんが

あって成り立っているものだと思います。

　しかしながら、どのような活動をしているのか不明な点が

多かったのが事実です。

　今後、まずは同窓生の皆さんに理解していただける活動と

いうものを念頭において、同窓生同士、または教授との再会

の場を設けていきたいと考えています。

　もちろん私たちだけの力では果たせないことばかりだと思

いますので、同窓生の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　法学部同窓生の皆様、ご卒業おめで

とうございます。

このたび法学部同窓会役員として活動

させていただくことになりました、平成11年卒業法学部９回

生の河野説子と申します。在学中は代議委員会に所属し、同

じく同窓会役員の大坪さんも同期でともに奮闘していました。

当時は、『意見箱』を担当し、その機関誌の作成をしていま

した。出身は大分県日田市です。現在は国土交通省の非常勤

職員として勤務しています。

　私が初めて現状を知ったのは、一年前の一通の法学部同窓

会総会の案内状でした。それから総会に出席し悲惨な状況を

目の当たりにしました。自分が卒業した法学部同窓会の悲惨

な状況にとても悲しく思いました。他の役員の方に比べて特

に何か知識があるわけでもなく、大したことをしてきたわけ

ではありませんが、とても有意義な大学生活を送ることがで

きたのもこの同窓会のおかげだと思い、何か出来ることはな

いのかと考えました。そこでただの「縁の下の力持ち」では

なく、意味のある大きな「縁の下の力持ち」になってこの同

窓会を支えたいと思い、役員に立候補しました。まだまだ他

の役員の方々の足を引っ張るばかりで役にたてていないので

すが、これから挽回するべく精一杯、そして楽しく頑張って

いきたいと思います。

　どうぞ宜しくお願いいたします。
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法学部同窓会事務局はコチラです

～同窓生の皆様、お気軽にお立ち寄りください～

　私たちの学び舎であった御井学舎内に「千歳会館」

という学内施設が出来ており、法学部同窓会の運営

の拠点とも言える事務局もそこに入っています。

　およそ御井学舎の建物は７００号館とか、学生会館

という名称であったと思うのですが、千歳会館の千

歳ってなに？と思う方もいらっしゃるかもしれません。

法学部同窓会のホームページ（http://kurume-

hougakubu-dousoukai.jp/）のトップを彩っているのは

皆さんご存知の筑後川ですが、筑後川の古い名前は

千歳川といったそうで、公式に筑後川と呼称される

ようになったのは、寛永１３年（１６３６年）のことだそ

うです。名称についても諸説あるようで、「ちとせ川（千

年川）」、「一夜川」、「筑間川（筑前、筑後両国の

中間にあるため）」とも呼ばれていたとあちらこち

らの文献に記してあります。

　『東の｢坂東太郎｣（利根川）に対し、西の｢筑紫次郎｣

の名で愛称されているわが国有数の河川です。』こ

のような説明は、皆さんも聞いたことがあるのでは

ないでしょうか？

　先の大戦で、筑後（千歳）川の名を取って命名さ

れたその名も「千歳」という軍艦があったとか（た

しかJR久留米駅近くの水天宮さんに奉祀してあると

聞いたことがあります。）、九州最初の鉄道路線で

あるJR鹿児島本線は、最初に開通したのが博多－千

歳川仮停車場間（博多－久留米間と出来なかったと

のは千歳川－現筑後川が氾濫し橋の工事が遅れてし

まったから）だったとか、ちょっと調べるだけでこ

の川にまつわる伝説は山ほど出てきます。

　それほど筑後の人たちにとっていろいろな意味で

郷土のシンボル的な存在で、生活に密着していた川

というのが筑後川（千歳川）という訳ですが、千歳

会館の名称は、この川の名から来ているようです。

　この千歳会館ですが、竣工が平成１７年３月７日と、

明るく新しい建物です。サロンや小会議室があり、

懇談などに利用することが出来ます。

　１期生の安達美佐子さんが法学部同窓会事務員と

して優しくも頼もしく？出迎えてくれますので、お

近くまでこられた際は是非お立ち寄りください。

千歳会館

筑後川
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　もちろん私たちだけの力では果たせないことばかりだと思

いますので、同窓生の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　法学部同窓生の皆様、ご卒業おめで

とうございます。

このたび法学部同窓会役員として活動

させていただくことになりました、平成11年卒業法学部９回

生の河野説子と申します。在学中は代議委員会に所属し、同

じく同窓会役員の大坪さんも同期でともに奮闘していました。

　卒業後、就職先の配属により熊本県

で生活していましたが、転職を経て現

在は福岡市で生活しています。

　私が卒業して13年、久留米を訪れる機会に乏しいまま時間

が過ぎていましたが、昨年の春に大学からの封書をみて久し

ぶりに大学を訪ねることになりました。

　ご存知の通り、その封書はとても喜ばしいものではなく、

同窓会運営に行き詰っている現状を伝えるものでしたが、卒

業して以来、大学の同窓会からの会報などを受け取った記憶

もなく、その存在さえも全く忘れてしまっていましたので、

詳しい事情はよくわからないまま、昨年5月の「卒業生集会」

に出席させていただきました。

　久しぶりに大学に足を踏み入れましたが、私が在籍してい

た頃とは随分変わっていて、懐かしい気持ちと同時に今の学

生たちがうらやましくも思えました。それぐらい景色が変わり、

雰囲気が変わっていたということです！

　現代は、少子化の影響で相対的に大学経営も厳しい時代に

なっていると聞きます。全国に目を向ければ大学の合併も現

実の時代になっているようです。

同窓会の役割は同窓生の繋がりを密にする事と同時に、大学

また、在校生への支援などを通じて、母校に貢献できる存在

である事も重要なことだと考えています。

　私の場合、何の経験もなく突然、このような役をさせてい

ただくことになった訳ですが、微力ながら、務めさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　皆様、こんにちは。５期生の松尾朝

子です。

　大学を卒業してそのまま久留米に住

むことになり、念願だった旅行会社に就職をし、途中転職も

しましたが、現在は近畿日本ツーリスト特約店甘木ツーリス

トに勤めております。

　久留米大学とは、旅行の仕事を通してずっとご縁があり、

毎日のように通っています。もしかしたら学生時代より真面

目に通っているかもしれません。新入生オリエンテーション

合宿を担当させて頂いたり、ゼミ旅行、出張の手配など様々

法学部同窓会事務局はコチラです

～同窓生の皆様、お気軽にお立ち寄りください～

　私たちの学び舎であった御井学舎内に「千歳会館」

という学内施設が出来ており、法学部同窓会の運営

の拠点とも言える事務局もそこに入っています。

　およそ御井学舎の建物は７００号館とか、学生会館

という名称であったと思うのですが、千歳会館の千

歳ってなに？と思う方もいらっしゃるかもしれません。

法学部同窓会のホームページ（http://kurume-

hougakubu-dousoukai.jp/）のトップを彩っているのは

皆さんご存知の筑後川ですが、筑後川の古い名前は

千歳川といったそうで、公式に筑後川と呼称される

ようになったのは、寛永１３年（１６３６年）のことだそ

うです。名称についても諸説あるようで、「ちとせ川（千

年川）」、「一夜川」、「筑間川（筑前、筑後両国の

中間にあるため）」とも呼ばれていたとあちらこち

らの文献に記してあります。

　『東の｢坂東太郎｣（利根川）に対し、西の｢筑紫次郎｣

の名で愛称されているわが国有数の河川です。』こ

のような説明は、皆さんも聞いたことがあるのでは

ないでしょうか？

　先の大戦で、筑後（千歳）川の名を取って命名さ

れたその名も「千歳」という軍艦があったとか（た

しかJR久留米駅近くの水天宮さんに奉祀してあると

聞いたことがあります。）、九州最初の鉄道路線で

あるJR鹿児島本線は、最初に開通したのが博多－千

歳川仮停車場間（博多－久留米間と出来なかったと

のは千歳川－現筑後川が氾濫し橋の工事が遅れてし

まったから）だったとか、ちょっと調べるだけでこ

の川にまつわる伝説は山ほど出てきます。

　それほど筑後の人たちにとっていろいろな意味で

郷土のシンボル的な存在で、生活に密着していた川

というのが筑後川（千歳川）という訳ですが、千歳

会館の名称は、この川の名から来ているようです。

　この千歳会館ですが、竣工が平成１７年３月７日と、

明るく新しい建物です。サロンや小会議室があり、

懇談などに利用することが出来ます。

　１期生の安達美佐子さんが法学部同窓会事務員と

して優しくも頼もしく？出迎えてくれますので、お

近くまでこられた際は是非お立ち寄りください。

千歳会館

筑後川
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法
律
学
科

神原　和宏

法哲学・法思想史担当。現代正義論、近代法思想史を

研究。法学の導入教育にも関心を持つ。著作「ルソーと

秩序ある社会」等。1959年熊本市生まれ。九州大学大

学院。

PROFILE

皆さん、ご無沙汰しています。ぜひ大学に遊びに来てくだ

さい。

MESSAGE

カン   バラ　　　  カズ   ヒロ

教授（法哲学専攻）

日野田　浩行

憲法担当。現在、国家権力の民主的統制を研究する。

テーマは堅いが人柄は柔らかい。著作「憲法フォーラム」

等。1961年広島市生まれ。広島大学、九州大学大学院。

PROFILE

皆さん、お元気ですか？今日、大学も、また日本社会も、様々

な意味において大きな転換を迫られている、そういう時代

であるといえるでしょう。できれば希望に満ちた明日を迎え

たいものですが、そのためにも自分の立つ位置を見失わ

ないようにしたいですね。

MESSAGE

  ヒ　 ノ　　ダ　　　　 ヒロ　ユキ

教授（憲法学専攻）

森尾　亮

特別刑法・刑事政策担当。刑事政策や量刑を研究。こ

れまで法務省福岡矯正研修所にも従事。著作「非行少

年の社会復帰のための課題」等。1967年長崎県生まれ。

九州大学大学院。

PROFILE

卒業後でも、同窓会や大学に気軽にお出で下さい。新し

い発見があると思います。

MESSAGE

モリ　  オ　 　　 アキラ

助教授（刑事法学専攻）

西嶋　法友

憲法・比較憲法担当。ルソーの自然法思想を研究。環

境問題や情報公開など現代的問題にも関心。著作「ル

ソーにおける人間と国家」等。1946年福岡市生まれ。早

稲田大学、九州大学大学院。

PROFILE

キャンパスの風景もずい分変わりました。ぜひ母校を訪

問して下さい。

MESSAGE

ニシ　ジマ　　　　ノリ　トモ

教授（比較憲法学・憲法学専攻）

松塚　晋輔

行政法担当。国家賠償法を研究。フルートの名手。著

作「民営化の責任論」等。1967年岐阜県生まれ。名古

屋大学、九州大学大学院。

PROFILE

内外の情勢が厳しい今日、日本人魂をますます培ってく

ださい。ドイツでもサムライや忍者は人気者です。

（注：松塚先生はドイツからの寄稿です。５月の初旬に帰

国の予定です。おそらく総会の折には会えるでしょう。）

MESSAGE

マツ　ヅカ　　　　シン  スケ

助教授（行政法学専攻）

大藪　志保子

刑法・刑事政策担当。現在の研究テーマは薬物犯罪に

関する実証的な研究。刑事法学者としてはめずらしく、フ

ランス刑法の研究者でもある。九州大学大学院。

PROFILE

職場で、ご家庭で、地域社会で、益々の御活躍と御発展

を祈っています。学びの姿勢を常に忘れないで下さい。

MESSAGE

オオ　ヤブ　 　　  シ　　ホ　　コ

助教授（刑事法学専攻）

圖子　善信

税法担当。消費税法、税務行政史等を研究。実務家出

身で税務署長、国税局部長、国税不服審判所長を歴任。

著作「税法概論」等。1941年香川県生まれ。関西学院

大学大学院。

PROFILE

卒業生のご活躍が在学生を力づけます。久大精神の「不

屈不撓」の精神で、頑張ってください。

MESSAGE

 ズ　　シ　　　　 ヨシ　ノブ

教授（税法学専攻）

宗岡　嗣郎

刑法担当。現在、子供の権利にも関心を持って研究。

著作「リーガルマインドの本質と機能」等。1950年神戸

市生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

お元気ですか。さらなるご活躍を祈念します。

MESSAGE

ムネ　オカ　　　　 シ　 ロウ

教授（刑事法学専攻）

吉村　眸

民法・法女性学担当。Harvard大学に留学して英米法

を研究。イギリス土地法が現在の主要な研究テーマ。著

作「新版注釈民法」等。1938年福岡県山門郡生まれ。

九州大学大学院。

PROFILE

法学部創設からいる私は、現在、法学部の最長老になり

ました。もうすぐ、私も久留米大学を卒業します。

MESSAGE

ヨシ　ムラ          ヒトミ

教授（民法学専攻）

　松　基助

商法担当。搭乗者傷害保険をめぐる問題が現在の研究

テーマ。著作「企業関係法入門」等。1948年福岡県小

郡市生まれ。西南学院大学大学院。

PROFILE

仕事が一段落したとき､仕事に疲れたとき､学生時代に

戻って、旧交を温めましょう。

MESSAGE

タカ　マツ　　　　モト　スケ

教授（商法学専攻）

上田　竹志

民事手続法担当。オーソドックスな民事訴訟法の解釈

学者であるが、その反面、ジャック・デリダらの現代思想へ

の造詣も深い。1975年生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

同窓生の皆様が社会生活で得た知識と経験を、ぜひ現

役生へと伝えて下さい。

MESSAGE

ウエ　 ダ　　　　 タケ　 シ

講師（民事訴訟法専攻）

石口　修

民法担当。ドイツ民法についての造詣が深く、物権法を

中心として多くのすぐれた論文がある。

1957年生まれ。中央大学、専修大学大学院。

PROFILE

社会人として活躍されている卒業生の皆さん、たまには

大学の方にも出向いてください。また、法科大学院への

進学をお考えの方は、いつでもご質問を受けていますので、

どうぞ。

MESSAGE

 イシ　グチ　 　　オサム

教授（民法学専攻）

本間　美奈子

商法担当。現在、株式会社の監査・監督システムを研究。

ピアノや筝もたしなむ情操豊かな学究。著作「イギリス会

社法上の会計監査役」等。新潟県長岡市生まれ。早稲

田大学大学院。

PROFILE

久留米大学法学部も来年４月で２０周年を迎えます。卒

業生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。どうぞお気軽

に大学へいらっしゃってください。

MESSAGE

 ホン　 マ　　　　  ミ　　ナ　  コ

助教授（商法学専攻）

山下　昇

労働法を担当。中国労働法をはじめ、労働契約や解雇

について研究。著作「中国労働契約法の形成」等。趣

味はサッカー観戦でアビスパ福岡の熱烈ファン。1971年

熊本県生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

たまにはラーメンを食べにくるめに帰って来てください。

（編集担当者注：ちなみに、久留米はラーメン日本一宣

言都市です。）

MESSAGE

ヤマ　シタ　　　 ノボル

助教授（労働法学専攻）

石川　真人

民法担当。民法の諸問題を常にローマ法以来のヨーロ

ッパ私法史の中で考察しようとする学究派。1957年生ま

れ。北海道大学大学院。

PROFILE

たまには大学に来てみませんか？ご連絡をお待ちしていま

す。

MESSAGE

 イシ　カワ　　　　マコ　 ト

助教授（民法学専攻）

上村　一則

民法・ローマ法担当。現在は、ローマ法における錯誤の問題

を研究する。キケロを読み、ラテン語を縦横無尽。お茶とコー

ヒーにこだわるコスモポリタン。著作「Anweisung と Delegatio」

等。1964年福岡県浮羽郡生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

民法の改正が相次ぎ、各業界の常識について深い理解

が必要です。立ち寄りついでに生きた経験などを是非お

聞かせください。

MESSAGE

 ウエ　ムラ　　　  カズ　ノリ

助教授（民法学・ローマ法学専攻）

帖佐　隆

知的財産法、企業秘密保護法担当。真の知的財産の保護とは何か

を探求する研究者。著作『これだけは知っておきたい「職務発明制度」

ー技術者のための特許法の常識』。論文＝職務発明制度等に関す

る論文を複数。静岡大学卒業、東京都立大学大学院修士修了。

PROFILE

同窓会のみなさまもますますご健勝かと存じます。法学部

同窓会のますますのご発展を心からご祈念いたします。

MESSAGE

チョウ   サ　　　  タカシ

教授（知的財産法専攻）

教授

教授

法学部の教員スタッフ紹介
　現在の法学部の教員の先生方をご紹介します。私たち卒業生にとっては、懐かしい恩師の先生もいらっしゃいますし、新しい先

生もおられます。教員スタッフの顔ぶれを拝見すると時の経過を感じさせられますが、同時に新たな人材を導入し法学部がさら

なる発展をめざしていることがわかります。　　

　また、すべての先生方から卒業生にメッセージをお寄せいただきましたのでご紹介します。

　なお、本欄の資料は法学部に提供をお願いしました。

＊パンフレット「【久留米大学2006年】文系学部学科案内」掲載の「法学部担当教授陣紹介」を利用。ご協力：凸版印刷株式会社

御井図書館 700号館

御井学舎の風景r
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法
律
学
科

神原　和宏

法哲学・法思想史担当。現代正義論、近代法思想史を

研究。法学の導入教育にも関心を持つ。著作「ルソーと

秩序ある社会」等。1959年熊本市生まれ。九州大学大

学院。

PROFILE

皆さん、ご無沙汰しています。ぜひ大学に遊びに来てくだ

さい。

MESSAGE

カン   バラ　　　  カズ   ヒロ

教授（法哲学専攻）

日野田　浩行

憲法担当。現在、国家権力の民主的統制を研究する。

テーマは堅いが人柄は柔らかい。著作「憲法フォーラム」

等。1961年広島市生まれ。広島大学、九州大学大学院。

PROFILE

皆さん、お元気ですか？今日、大学も、また日本社会も、様々

な意味において大きな転換を迫られている、そういう時代

であるといえるでしょう。できれば希望に満ちた明日を迎え

たいものですが、そのためにも自分の立つ位置を見失わ

ないようにしたいですね。

MESSAGE

  ヒ　 ノ　　ダ　　　　 ヒロ　ユキ

教授（憲法学専攻）

森尾　亮

特別刑法・刑事政策担当。刑事政策や量刑を研究。こ

れまで法務省福岡矯正研修所にも従事。著作「非行少

年の社会復帰のための課題」等。1967年長崎県生まれ。

九州大学大学院。

PROFILE

卒業後でも、同窓会や大学に気軽にお出で下さい。新し

い発見があると思います。

MESSAGE

モリ　  オ　 　　 アキラ

助教授（刑事法学専攻）

西嶋　法友

憲法・比較憲法担当。ルソーの自然法思想を研究。環

境問題や情報公開など現代的問題にも関心。著作「ル

ソーにおける人間と国家」等。1946年福岡市生まれ。早

稲田大学、九州大学大学院。

PROFILE

キャンパスの風景もずい分変わりました。ぜひ母校を訪

問して下さい。

MESSAGE

ニシ　ジマ　　　　ノリ　トモ

教授（比較憲法学・憲法学専攻）

松塚　晋輔

行政法担当。国家賠償法を研究。フルートの名手。著

作「民営化の責任論」等。1967年岐阜県生まれ。名古

屋大学、九州大学大学院。

PROFILE

内外の情勢が厳しい今日、日本人魂をますます培ってく

ださい。ドイツでもサムライや忍者は人気者です。

（注：松塚先生はドイツからの寄稿です。５月の初旬に帰

国の予定です。おそらく総会の折には会えるでしょう。）

MESSAGE

マツ　ヅカ　　　　シン  スケ

助教授（行政法学専攻）

大藪　志保子

刑法・刑事政策担当。現在の研究テーマは薬物犯罪に

関する実証的な研究。刑事法学者としてはめずらしく、フ

ランス刑法の研究者でもある。九州大学大学院。

PROFILE

職場で、ご家庭で、地域社会で、益々の御活躍と御発展

を祈っています。学びの姿勢を常に忘れないで下さい。

MESSAGE

オオ　ヤブ　 　　  シ　　ホ　　コ

助教授（刑事法学専攻）

圖子　善信

税法担当。消費税法、税務行政史等を研究。実務家出

身で税務署長、国税局部長、国税不服審判所長を歴任。

著作「税法概論」等。1941年香川県生まれ。関西学院

大学大学院。

PROFILE

卒業生のご活躍が在学生を力づけます。久大精神の「不

屈不撓」の精神で、頑張ってください。

MESSAGE

 ズ　　シ　　　　 ヨシ　ノブ

教授（税法学専攻）

宗岡　嗣郎

刑法担当。現在、子供の権利にも関心を持って研究。

著作「リーガルマインドの本質と機能」等。1950年神戸

市生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

お元気ですか。さらなるご活躍を祈念します。

MESSAGE

ムネ　オカ　　　　 シ　 ロウ

教授（刑事法学専攻）

吉村　眸

民法・法女性学担当。Harvard大学に留学して英米法

を研究。イギリス土地法が現在の主要な研究テーマ。著

作「新版注釈民法」等。1938年福岡県山門郡生まれ。

九州大学大学院。

PROFILE

法学部創設からいる私は、現在、法学部の最長老になり

ました。もうすぐ、私も久留米大学を卒業します。

MESSAGE

ヨシ　ムラ          ヒトミ

教授（民法学専攻）

　松　基助

商法担当。搭乗者傷害保険をめぐる問題が現在の研究

テーマ。著作「企業関係法入門」等。1948年福岡県小

郡市生まれ。西南学院大学大学院。

PROFILE

仕事が一段落したとき､仕事に疲れたとき､学生時代に

戻って、旧交を温めましょう。

MESSAGE

タカ　マツ　　　　モト　スケ

教授（商法学専攻）

上田　竹志

民事手続法担当。オーソドックスな民事訴訟法の解釈

学者であるが、その反面、ジャック・デリダらの現代思想へ

の造詣も深い。1975年生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

同窓生の皆様が社会生活で得た知識と経験を、ぜひ現

役生へと伝えて下さい。

MESSAGE

ウエ　 ダ　　　　 タケ　 シ

講師（民事訴訟法専攻）

石口　修

民法担当。ドイツ民法についての造詣が深く、物権法を

中心として多くのすぐれた論文がある。

1957年生まれ。中央大学、専修大学大学院。

PROFILE

社会人として活躍されている卒業生の皆さん、たまには

大学の方にも出向いてください。また、法科大学院への

進学をお考えの方は、いつでもご質問を受けていますので、

どうぞ。

MESSAGE

 イシ　グチ　 　　オサム

教授（民法学専攻）

本間　美奈子

商法担当。現在、株式会社の監査・監督システムを研究。

ピアノや筝もたしなむ情操豊かな学究。著作「イギリス会

社法上の会計監査役」等。新潟県長岡市生まれ。早稲

田大学大学院。

PROFILE

久留米大学法学部も来年４月で２０周年を迎えます。卒

業生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。どうぞお気軽

に大学へいらっしゃってください。

MESSAGE

 ホン　 マ　　　　  ミ　　ナ　  コ

助教授（商法学専攻）

山下　昇

労働法を担当。中国労働法をはじめ、労働契約や解雇

について研究。著作「中国労働契約法の形成」等。趣

味はサッカー観戦でアビスパ福岡の熱烈ファン。1971年

熊本県生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

たまにはラーメンを食べにくるめに帰って来てください。

（編集担当者注：ちなみに、久留米はラーメン日本一宣

言都市です。）

MESSAGE

ヤマ　シタ　　　 ノボル

助教授（労働法学専攻）

石川　真人

民法担当。民法の諸問題を常にローマ法以来のヨーロ

ッパ私法史の中で考察しようとする学究派。1957年生ま

れ。北海道大学大学院。

PROFILE

たまには大学に来てみませんか？ご連絡をお待ちしていま

す。

MESSAGE

 イシ　カワ　　　　マコ　 ト

助教授（民法学専攻）

上村　一則

民法・ローマ法担当。現在は、ローマ法における錯誤の問題

を研究する。キケロを読み、ラテン語を縦横無尽。お茶とコー

ヒーにこだわるコスモポリタン。著作「Anweisung と Delegatio」

等。1964年福岡県浮羽郡生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

民法の改正が相次ぎ、各業界の常識について深い理解

が必要です。立ち寄りついでに生きた経験などを是非お

聞かせください。

MESSAGE

 ウエ　ムラ　　　  カズ　ノリ

助教授（民法学・ローマ法学専攻）

帖佐　隆

知的財産法、企業秘密保護法担当。真の知的財産の保護とは何か

を探求する研究者。著作『これだけは知っておきたい「職務発明制度」

ー技術者のための特許法の常識』。論文＝職務発明制度等に関す

る論文を複数。静岡大学卒業、東京都立大学大学院修士修了。

PROFILE

同窓会のみなさまもますますご健勝かと存じます。法学部

同窓会のますますのご発展を心からご祈念いたします。

MESSAGE

チョウ   サ　　　  タカシ

教授（知的財産法専攻）

教授

教授

法学部の教員スタッフ紹介
　現在の法学部の教員の先生方をご紹介します。私たち卒業生にとっては、懐かしい恩師の先生もいらっしゃいますし、新しい先

生もおられます。教員スタッフの顔ぶれを拝見すると時の経過を感じさせられますが、同時に新たな人材を導入し法学部がさら

なる発展をめざしていることがわかります。　　

　また、すべての先生方から卒業生にメッセージをお寄せいただきましたのでご紹介します。

　なお、本欄の資料は法学部に提供をお願いしました。

＊パンフレット「【久留米大学2006年】文系学部学科案内」掲載の「法学部担当教授陣紹介」を利用。ご協力：凸版印刷株式会社

御井図書館 700号館

御井学舎の風景r
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張　国興

アジア地域研究・国際関係論担当。現代東アジアの国

際関係を研究。語り出すと止まらないユーモリスト。著作「台

湾和国際社会」等。1936年台湾生まれ。元津田塾大

学非常勤講師。台湾大学、東京大学大学院。

PROFILE

金曜日を相談日にしていますので、どうぞ気楽にご利用下

さい。

MESSAGE

 チョウ　　　 コッ　コウ

教授（政治学専攻）

阿部　三樹夫

スラヴ地域研究・西洋政治史担当。歴史的観点からウ

クライナ民族主義を研究。インターネットを通じた教育に

も関心。共著「スラヴ世界の周辺」等。1949年福島市

生まれ。早稲田大学大学院。

PROFILE

人生いたる処に青山あり、で行きましょう。

MESSAGE

 ア　  ベ　　　　  ミ　　キ　  オ

助教授（政治学専攻）

古賀　幸久

中近東地域研究・国際法・イスラム国際法担当。外交官

としてパキスタン等に勤務。本場仕込みのイスラム国際法

の研究者。著作「イスラム国家の国際法規範」等。1952

年熊本県生まれ。元外交官。西南学院大学大学院。

PROFILE

卒業生の皆さんが、これから大いに信頼のおける教養を

培い、社会の屋台骨を背負っていかれることを願っていま

す。

MESSAGE

   コ　　ガ　　　 ユキ　ヒサ

助教授（国際法学専攻）

荒井　功

アメリカ地域研究・国際政治モデル分析等担当。ゲーム理論やネ

ットワーク理論等の数理モデル分析を通して国際関係を研究。江

戸下町育ちで数学が得意な超人類。著作「国際関係の戦略とパ

ワー構造」等。1955年東京都生まれ。東京大学大学院。

PROFILE

元気ですか？就職委員として、学生の進路指導にあたっ

ています。卒業生の皆さんも、後輩が職場に行った折り

には、よろしくお願いします。

MESSAGE

 アラ　 イ　 　　  コウ

教授（政治学専攻）

森　茂樹

日本政治外交史担当。天皇制国家における政策決定

過程に関心をもつ気鋭のハマッ子の研究者。著作「国

策決定過程の変容」等。1966年東京生まれの横浜育ち。

一橋大学大学院。

PROFILE

子持ちの先輩や上司に母校の宣伝をしてくれると助かり

ます。ほんの少しだけでいいですから

MESSAGE

モリ　　　   シゲ　 キ

助教授（政治学専攻）

河内　千栄子

英語・アメリカ事情担当。第二言語習得理論を教育現場で

実践しながら研究。英語教育の中心人物。著作「Pre-Task 

Planning in L2 Oral Performance」等。1951年筑紫野市

生まれ。ハワイ大学大学院、ランカスター大学大学院。

PROFILE

卒業生の皆様、お元気ですか。今年は法学部２０周年を

記念して、さまざまな催しが予定されています。この機会に、

もう一度大学に足を運ばれ、なつかしい顔を見せて下さい。

MESSAGE

カワ　ウチ　　　   チ　　エ　　コ

教授（英語学専攻）

前田　俊文

理論政治学・西洋政治思想担当。英語・独語・ラテン語を駆使して近

代の西洋政治思想を研究。プーフェンドルフの文献のコレクションでは

日本一と本人は自負。著作「プーフェンドルフの政治思想」等。趣味は

ガーデニング。1963年愛媛県松山市生まれ。一橋大学大学院。

PROFILE

卒業生の皆さん、我々はいつでも君たちのことを考えて

います。気が向いたとき遠慮せずに母校に遊びに来てく

ださい。

MESSAGE

マエ　 ダ　　　　 トシ　フミ

教授（政治学専攻）

児玉　昌己

ヨーロッパ地域研究担当。EU制度に精通し、在欧経験

も長い。もちろん英語はネイティブ級。著作「欧州議会と

欧州統合」。1952年長崎県生まれ。同志社大学大学院。

PROFILE

元気で御活躍を祈念いたします。

MESSAGE

  コ　  ダマ　　　 マサ　 ミ

教授（政治学専攻）

小竹　一彰

中国政治外交史・国際政治史担当。現代中国の改革開放期や

文化大革命期を研究。北京の日本大使館調査員の頃、天安門

事件を目撃。男性的な声が魅力。著作「日中関係（原典中国現

代史8巻）」等。1948年新潟市生まれ。東京都立大学大学院。

PROFILE

卒業生の皆さんが経験したことを在学生に（そして我々

教員にも）還元してもらえるようになればと希望します。

MESSAGE

  コ　  タケ　　　  カズ　アキ

教授（政治学専攻）

阿部　和光

社会保障法・国際労働法担当。公的扶助・生活保護を

中心に労働法・社会保障法を国際的視野から研究。著

作は「高齢者の法」等。元福岡県立大学教授。1946年

大分県生まれ。九州大学大学院。

PROFILE

法学部は今年が成人式です。卒業生も５千人を超えまし

た。同窓会が卒業生と在学生そして教員の３つの輪を結

ぶ連帯と安らぎの場となることを心から願っています。

MESSAGE

 ア　　ベ　　　　カズ　ミツ

教授（社会法専攻）

松田　光司

情報処理関係科目担当。コンピュータはプログラミング

からネットワークまで対応できるUNIX派。数理社会学が

専門。著作「社会のメカニズム」等。1969年京都生まれ。

龍谷大学大学院。

PROFILE

平成１３年度から非常勤として、平成１６年度から常勤とし

て情報系科目を担当しています。私を憶えている人はい

ますか？もしいたら、同窓会行事のときに声をかけてくださ

いね。

MESSAGE

 マツ　 ダ　　　　コウ　 ジ

助教授（情報処理学専攻）

国
際
政
治
学
科

（法学部長）

20久留米大学法学部同窓会会報

http://kurume-hougakubu-dousoukai.jp/

　　久留米大学　　　　　　　http://www.kurume-u.ac.jp/

　　久留米大学法学部　　　　http://www.mii.kurume-u.ac.jp/%7Elaw/

　　久留米大学法科大学院　　http://www.mii.kurume-u.ac.jp/̃houka/

　　久留米大学医学部同窓会　http://www.chikusuikai.com/

　　久留米大学商経同窓会　　http://www2.ktarn.or.jp/̃syoukei/

　　久留米大学文学部同窓会　http://www.kbd.sh/

法学部同窓会ホームページの紹介

久留米大学関連ホームページ
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国
際
政
治
学
科

（法学部長）
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http://kurume-hougakubu-dousoukai.jp/

　　久留米大学　　　　　　　http://www.kurume-u.ac.jp/

　　久留米大学法学部　　　　http://www.mii.kurume-u.ac.jp/%7Elaw/

　　久留米大学法科大学院　　http://www.mii.kurume-u.ac.jp/̃houka/

　　久留米大学医学部同窓会　http://www.chikusuikai.com/

　　久留米大学商経同窓会　　http://www2.ktarn.or.jp/̃syoukei/

　　久留米大学文学部同窓会　http://www.kbd.sh/

法学部同窓会ホームページの紹介

久留米大学関連ホームページ



　新同窓会がスタートし、今回の会報は再建後はじめての「2006年号」です。

私自身、同窓会活動に初めて関わるとともに初めての編集作業でもありました。原稿

集めやデザインなど思う通りに事は運ばず、苦労もありました。法学部長の阿部先生

をはじめ、各先生方の力をお借りして曲がりなりにも会報を発行することができました。

　法学部は来年度、創立20周年を迎えましたが、残念ながら同窓会はこの歴史をとも

に歩んできたとは思えません。

　この会報でも、従来の同窓会活動と新同窓会が発足した経緯を説明しました。非常

に残念なことでしたが、同窓会の再建は一からのスタートではなく、マイナスからの

スタートで、正直なところ苦労も多かったのが現実です。現在でも問題はすべて解決

していません。

　新同窓会に対する期待はかなり強いと感じます。卒業生や在校生の皆さん、先生方、

これからの同窓会活動へのご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

　今回の発刊にあたり、薬師寺学長にご挨拶を依頼しましたところ、快くお引き受け

いただきました。「学長挨拶」の会報への掲載は文系学部同窓会では法学部同窓会が

初めてと聞きました。改めてご寄稿いただきましたことに感謝致しますとともに、こ

の場をお借りして、御礼申し上げます。

　また、お忙しいところ原稿をお寄せいただいた方々、編集にご協力いただいた方々

へも御礼申し上げますとともに、今後ともよろしくお願い申し上げます。

（横田）
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　当面の間（数年間は）は同窓会費は徴収しないことを決定しております。

　入学時に徴収する同窓会の入会金収入のみで同窓会の運営は十分にできると考えるからです。

　また、この決定をした理由の一つには、「会費を払っていないから同窓会には参加出来ない」

という誤解を解消するためであり、同窓会に参加する資格が卒業生のすべての皆様にあることは、

今更言うまでもありません。

　同窓会活動へのご参加、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　現住所、電話番号などご変更がありましたら、同窓会事務局までご一報下さい。友人、知人の

方からでも結構です。よろしくお願い致します。

　TEL/ FAX　0942（43）5164　　E-mail：krm-hou-dou@hotmail.co.jp

日時：平成１８年５月２７日（土）１１：００～１４：００

　　　総会議事　１１：００～１３：００

　　　懇親会　　１３：００～１４：００

　　　　　　　（会費：無料）

会場：久留米大学　御井学舎　５００号館　１階５１B教室

議題：・久留米大学法学部同窓会の経緯について

　　　・平成１７年度事業報告ならびに決算承認について

　　　・平成１８年度事業計画ならびに予算案承認について

　近況報告や同窓会に期待すること、情報提供など会報へ

の投稿をお待ちしています。

　お問い合わせなどは、下記までお気軽にどうぞ。

　　TEL/ FAX　0942（43）5164

　　E-mail：krm-hou-dou@hotmail.co.jp

会費について

住所連絡のお願い

定期総会のお知らせ

会報への投稿について

お知らせ 編集後記

御井学舎の風景～番外編～

同窓生集会（久留米大学　御井学舎）

臨時常任理事会（福岡市：おりと行政法務事務所）

財政部会（久留米市内）

総務企画部会（久留米大学　御井学舎）

同窓生宛に同窓生集会の報告を発送（法学部との連名）

父母の会総会への参加（久留米大学　御井学舎）

商経同窓会との懇談（久留米大学　千歳会館）

千歳会館（同窓会館）使用願を久留米大学に送付

常任理事会（福岡市：おりと行政法務事務所）

常任理事会（久留米大学　千歳会館）

事務局員配置

文学部同窓会との懇談（久留米大学　千歳会館）

常任理事会（久留米大学　千歳会館）

常任理事会（久留米大学　千歳会館）

平成１７年度法学部卒業祝賀会への出席（ホテルニュープラザ）

 平成17年 �5月�15日

  5月�21日

  6月  �4日

    

  6月�17日

  6月�18日

  7月�11日

  8月  �3日

  8月�20日

10月�17日

  11月�17日

  11月�29日

  12月 19日

 平成18年 �2月�10日

  3月�24日

法学部同窓会活動報告

平成18年度新入生

（4月6日入学式）

御井学舎の風景t

全　景

2000年に開業。
1日の乗降客1,600人のうち、およそ80％は久留米大学の学生が利用しています。

御井学舎の風景y

JR久大線　久留米大学前駅
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