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総会・懇親会のお知らせ
「令和元年度久留米大学法学部同窓会 定期総会」を下記の
とおり開催いたします。
総会終了後、同窓生の皆様との親睦を深め、交流をはかる
目的で懇親会を計画しております。当日は恒例の豪華賞品が
当たる抽選会を行う予定です。
ぜひともご参加くださいますようお願い申し上げます。
日

時

場

所

令和元年６月８日（土）
１．総 会 15：00〜（受付14：30より）
２．懇親会 総会終了後
総 会 御井学生会館 ３Ｆ ミーティングルーム
懇親会 御井学生会館 ２Ｆ 欅
無 料

参加費

俊文先生

千栄子先生／本間

10

美奈子先生

大学通信
久留米大学創立90周年記念式典・祝賀会
就職活動に接して思うこと

11

10

今年は６月の第２土曜日に開催することになりました。
「平成３年４月１日設立久留米大学法学部同窓会」の
総会も同日に開催される予定です。

＊出欠のご連絡は同封のハガキにてお願い
いたします。
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●表紙写真

●裏表紙写真
2016年に完成した御井本館。

成田山久留米分院（通称：久留米成田山）の

筑後川に架かる県道久留米筑紫

救世慈母大観音。高さが62ｍになる仏像で、

野線の新しい「神代橋」から撮

内部にはらせん階段があり、肩の所まで登る

影した風景です。本館の左側に

ことができます。その間にある展望孔からは

は御井メディアセンターや情報

筑後平野・有明海、遠くは雲仙まで見渡すこ

教育センターのある1000号

とが出来ます。御井キャンパスからは背中し

館、右側には500・600・

か見えませんが、あらためて正面を見た感想

700号館が見えます。空気が澄

はいかがでしょうか。

んだ冬の寒い日の朝の眺めは絶
景です。

●ご挨拶
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会報発刊に よ せ て
久留米大学法学部同窓会

会長

折戸

謙介

今年（令和元年度）の総会では、歴史的な議題が提出されます。私たち同窓会が抱える二つの同窓会問題について、
合併を提案する議題が提出されるのです。10年以上の時を経て、問題解決へと進み出したのです。
同窓会問題の詳細についての説明はここでは割愛させて頂きますが、これら一連の問題は、私たち卒業生だけでなく、
学校関係者の頭を大いに悩ませて来ました。一部の方々からは、これらの一連の問題は単なる派閥争いであると思われ、
冷ややかな目で見られてしまい、ときには批判や叱責されることも少なからずありました。そうした中でも、私たち執
行部一同は一丸となり問題解決へと奔走していました。その結果として、裁判所による会長職務代行者に選任決定、会
長職務代行者による臨時総会で、新たな執行部の就任、今回の合併の議案の提出に至ることが出来ました。総会で議案
が無事に可決されたら、いわゆる二つの同窓会問題は外形的には解決することが出来ます。しかしながら、これらの問
題の真の解決はそれから先にあるのです。宙に浮いている同窓会の財産がどこにあるのか、それらの調査と、責任の所
在が分かってはじめて同窓会問題は解決です。
本来であれば、前回の役員改選時に会長職は辞する予定でした。私はこれらの同窓会の問題とともに会長へ就任しま
した。同窓会問題を解決に導くまで止めるに止められない、そうした思いで再任を決意したのです。解決まであと一歩。
全てを解決し、すがすがしい気持ちで引退したいものです。

ご

挨

拶
法学部長

神原

和宏

法学部卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。4月からもう1期（2年間）学部長を務めさせていただくことにな
りました。引き続きよろしくお願いします。
さて、まず本学全体のご報告です。昨年1月に法学部30周年記念行事を行ったことは昨年度のこの欄に書きましたが、
昨年4月28日の本学の創立記念日には、大学の90周年記念式典が久留米シティホールにて、文部科学大臣臨席の下、
盛大に催されました。大学の90周年に際しましては、同窓会や同窓生の皆様には、多くのご寄付をいただきどうもあり
がとうございます。
法学部の方は、昨年度も法学部ホームページの他、公式のフェイスブックページや、公式ツイッターなどを使って引
き続き積極的な情報発信を行っています。それらにも載せておりますが、昨年度も4月に恒例の新入生オリエンテーショ
ン合宿、8月に前田俊文先生の企画された絣フェスタ、12月の法学部パーティーなど多数のイベントを実施しました。
また名誉教授の石松亮二先生の叙勲という嬉しい出来事もありましたし、本年1月には小竹一彰先生の特任教授退職の
最終講義も行いました。また上村一則先生、松田光司先生、土肥勲嗣先生などの指導で、一昨年度被災された朝倉地区
を対象に、「被災地復興と地域貢献」テーマとした授業を開講し、地域の人々と交流しながら、様々な地域の課題を学ぶ
試みを行ったり、昨年の豪雨災害ではこれらの先生方が率先して学生ボランティアを組織して地域の支援を行ったりし
ました。こうした様々で多様な行事・出来事を通じて、ますます活力のある元気な法学部を作っていきたいと考えてい
ます。そして、これらのいろんなイベントにおいて、法学部同窓会にはいつも暖かいご支援をいただき大変感謝してお
ります。
毎回書かせていただいていますが、私はいろいろな機会で、卒業生の方々と交流の機会を持ちたいと考えています。
昨年度はいわゆる旧同窓会の問題で大きな進展がありました。これを機会にさらに多くの卒業生の方々が、同窓会の総
会や懇親会、あるいは今年度開催されるであろう法学部の様々なイベントにご参加いただき、親睦の機会を持つことが
できれば幸いです。
今後とも法学部に対する温かいご支援をよろしくお願いします。
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絣

フェスタ
2018

7月14日（土）シティプラザ久留米六角堂広場で開催された「絣フェスタ2018」。多くの市民の方に
ご来場いただきまして、本当にありがとうございました。
このイベントは、久留米市の伝統工芸品「久留米絣」の魅力を身近に感じてもらうために開いていて、
今回で4回目を迎えました。イベントを開催するにあたって 学生主体 を大事にし、ファッションショー
に出演されている方、企画を運営する実行委員すべて学生が行っています。
実行委員の立場の中で「広報」を担当しました。
「絣フェスタ」を多くの方に来てもらいたい思いが強く、
広報の仕事を希望しました。実のところ、学生が広報活動すること自体初めてで、大きなプレッシャーも
ありました。それでも希望した仕事をするからには最後まで全うしたい気持ちが強く前に出ました。
まず、イベントの告知を記事にしてもらうことを考えて新聞社にお願いをしました。直接交渉し、記者
の方にイベントの概要や見どころを伝えるだけでなく、絣で出来たジャケットを着用し、絣
の魅力を肌で感じたことを伝えたりするなど工夫しました。さらに、学生に見てもらうため
にSNSを駆使してイベントの情報を発信させたことも、情報を拡散させる意味においては意
味のあるものでした。出演されたサークルや団体を取材して見どころを紹介した甲斐があっ
て、ツイッターの閲覧数が3000を超えて、多くの方に見ていただいて嬉しかったです。
準備や企画すべてにおいて学生で行うイベントだからこそ、学生にしかできない経験を
味わえ、イベントが終わった後の達成感は心地いいものです。イベントの舞台を陰で支え
る体験そのものが貴重な経験となり、自分自身を成長させる糧になります。今回の広報活
動が今後も継承できるようにしてほしいと願っています。
絣フェスタ実行委員

岩城

和真（法学部国際政治学科）

国際交流懇親 会
平成30年度国際交流懇親会が12月８日（土）
17時より御井キャンパスメディアセンター１階
『ＺＩＰ』にて開催されました。
久留米市商工観光労働部観光・国際課等招待各グ
ループ及び久留米大学留学生会、留学生支援グルー
プ（ユニパス）など多数の方が参加され、和やかな
雰囲気の中、各種アトラクションも大盛況でした。
その中でも太極拳、中国チベット民族舞踊、二
胡演奏また「よさこい」（久留米大学よさこいサー
そう か

クル颯華 ）等々どれも興味深いものでした。
料理も多彩な中華料理でとても堪能出来ました。
参加者の方々と限られた時間ではありましたが交流を深め、有意義な時間を共有できました。
村井

健太郎（平成３年卒）

●学部支援
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12月12日（水）御井学生会館ミーティングルー
ムにて、恒例となっている法学部パーティーが開催
されました。
今回で14回目となるこの催しは、学生と先生方
が 交 流 を 深 め る 目 的 で 始 ま っ た も の で、法 学 部
チューターが中心となって企画・運営を行っていま
す。出席者は年々増えていて、学生と先生方、同窓
会合わせて154名もの参加となりました。
パーティーでは挨拶・乾杯の後に、学生による楽
器演奏があり、歓談の場を華やかなものにしてくれ
ました。イベントの最後には毎年好評のビンゴゲー
ムが行われ、学生達が用意した景品の他に、先生方
が用意された面白い景品の数々に大盛り上がりの時
間となりました。
学生と先生方の親睦を深め、絆をより一層深いも
のとするこのパーティーに、法学部同窓会として今
後も協力させて頂きたいと感じました。
川口

彩夏（平成23年卒）

任教授
小竹一彰特
最終講義

平成31年1月26日（土）15時より500号館1階51Ａ教室で法学部 小竹一彰特任教授の最終講
義が行われました。
「中国をどう理解するか−経験と課題−」と題し、ご自身が中国の研究を続ける
中で影響を受けたエピソードなどを交えながらこれまでの研究を振り返る内容で、会場に訪れた在
学生・教職員・卒業生らが聴講しました。
最終講義の終了後、懇親会が開催されました。ここでは、同僚やかつての教え子などが教授を囲み、
酒を交えて、昔話に花が咲きました。また、教え子同士も年齢が離れているとはいえ、そこは互い
に同じ卒業生、話が盛り上がり、食事をするのも忘れるほどで、楽しい時間が過ぎていきました。

木下

卒業生の抱負

博和（平成7年卒）・平

誠一（平成11年卒）

私は大学で将来の夢や新しい目標を見つけ実現させていくために、大学へ入学した学
生の一人でした。
私の大学生活は、様々な場所でたくさんの人に出会うことができ、そのたびに刺激を
もらい私自身を成長させてくれたとても有意義な4年間となりました。
その中でも一番印象に残るのが、一年生の時に自分自身をどう高めていくかに悩み模
索していた中で出会った法学部のチューターという組織でした。
組織の中で先生や先輩、後輩と出会い一緒にオリエンテーション合宿や他の様々な事
に取り組んでいき、常に一番良いものができるように活動していきました。その過程で
私自身支えられながらも大きく成長し、夢や目標が多く見つかりました。
このような素敵な出会いや経験を遂げることができたのも久留米大学に入学したから
であり、今まで支えてくださった全ての人に感謝し、これからも新たなことに挑戦し続
け成長していきたいと思います。
橋本 康平（平成30年卒）

大学行事／サークル紹介●
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第50回

久留米大学学術文化発表週間

SHINE

C∞SHOCK

〜誰もがみんな主人公〜

6月25日（月）から7月1日（日）にかけて文化系サークルが行うC∞SHOCKが今年も開催されました。
C∞SHOCKが行われる一週間で普段発表の機会があまりない文化系サークルが日頃の活動の成果を多くの
方に知ってもらえる絶好の機会となっています。
C∞SHOCK期間中何が行われるかというと、6月25日から6月29日の間では書道部・写真部・美術部
の作品の学内展示が行われ、6月30日と7月1日に関しては石橋文化センターの方でも展示がご覧になれま
す。その他にも石橋文化ホールで行われる企画では吹奏楽部によるコンサート、器楽部によるLIVE、茶道部・
煎茶道同好会によるお茶会、映画研究部の作品上映など、1週間かけて文化系サークルが一丸となってC∞
SHOCKを盛り上げます。さらに、C∞SHOCKのもう一つの見どころとして、毎年石橋文化ホールで行わ
れる文化人講演があります。前回は小林さやか様に講演をしていただき、今回は「嫌われる勇気」でおなじみの岸見一郎様
にお越しいただきました。文化人講演では一般人のお客様にも数多く足を運んでいただきました。
そんなC∞SHOCKも2018年をもって第50回を迎える事が出来ました。50回ということで新しい企画に挑戦したりこ
れまでにないC∞SHOCKを目指してC∞SHOCK執行幹部も一丸となって活動に取り組みました。
皆様の協力もあり2018年のC∞SHOCKも無事終えることができました。こうして毎年C∞SHOCKが続けられるのも
毎年支えてくださる多くの方々の支援があっての事です。これからもこのような活動を続けて
いきたいと思います。
これからも久留米大学C∞SHOCKを宜しくお願いします。
C∞SHOCK執行部長

少林寺拳法部

中ノ瀬

大（商学部）

創立50周年記念祭

５月３日（木・祝）13時より「ハイネスホテル・久留米」において少林寺拳
法部創立50周年記念祭が盛大に開催されました。
この記念祭には、来賓として創部より深く関わりのある少林寺拳法道院長の先
生方をはじめ顧問の土肥先生（法学部）や大学同窓会関係の方々をお招きし現役
の学生も全て含めて100名近くの出席者で行われました。
式次第は顧問挨拶・安田監督（初代）挨拶・来賓祝辞と続き、現役幹部及び
OB拳士による奉納演武の後、乾杯そして歓談へと進みました。
歓談の間には、アトラクションとして久留米大学チアリーディング（Windy）
による演技、それから少林寺拳法部女子部員とのコラボによるダンスもあり、記念祭を華やかに盛り上げてくれました。
記念祭の中では、創部からこれまでの各代の懐かしい思い出のいろいろな写真のスライドショーも流され、改めて部の歴史の深さ
重みを強く全身に感じました。
校歌斉唱では、ゲストである旧応援団団長の先輩によるエールの交換のもと全員大合唱で私も目頭が熱くなりました。
少林寺拳法部は一つの大きな節目を迎え、またこれから新たな輝かしい歴史を刻んでいきます。現役部員は日々、第二体育館１階
で練習を重ねています。新入生も女子を含め多数入部し頑張っています。
私はこれからもOBとして誇りをもって少林寺拳法部を支えていきたいと思います。
今後とも久留米大学少林寺拳法部をどうぞ宜しくお願いします。
少林寺拳法部OB会

村井

健太郎（平成３年卒）

●大学行事／サークル紹介
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第53回

あのく祭
Zが1ZピLースE、
U
P
1人1人

ス
みんなで繋げるピー
第53回久留米大学あのく祭が11月2日（金）から4日（日）までの3日間開催され
ました。今回のテーマは、PUZZLE｢1人1人が1ピース、みんなで繋げるピース｣。
11月2日の前夜祭では、ハリウッドザコシショウ、なかやまきんに君、おばたのお
兄さんの3組の芸人さんに来ていただきました。前夜祭では他にもお笑い企画、お笑
いグランプリ、カラオケ企画などがあり、とても盛り上がりました。
本祭1日目では、外部の方にもたくさんご参加していただいたダンスコンテストや
部長コンテスト、マジカラ、ファッションコンテストなど目白押しの企画ばかりでし
た。ステージ企画とは別に、芸能人LIVEも開催されました。今回はベリーグッドマ
ンに来ていただきました。とても大盛況で素敵なステージを披露していただきました。
本祭2日目では、よさこいサークル、大抽選会、ミスコンなど朝から夜まで盛り上
がる企画満載で、フィナーレには花火が上がりました。音楽に合わせレーザーや仕掛
け花火、見とれてしまう美しさでたくさんの方に楽しんでいただけたと思います。
あのく祭ではステージ企画以外にも、移動動物園やお化け屋敷、フリーマーケット
などたくさんの企画があります。どれもたくさんの方にご来場いただき楽しんでいた
だけた3日間となりました。
あのく祭執行委員会 企画部長

あのく祭執行委員会

入江

美香（文学部）

あのく祭執行委員会です。私達は毎年10月末頃に開催されている「あのく祭」
の企画、運営をしています。3年生を中心に約30名ほどで団結し、協力し合い
仕事をしています。
仕事内容としては、あのく祭のパンフレットやポスター、記念品の作成
などがあります。その他にも、当日本部テントで行われている、ジャンパー
コンテストやあのっく典、ステージ企画やおばけ屋敷、展示品などの企画を
まとめたり、たくさんの企業の方と打ち合わせをして本番に望んでいます。
3月末頃から作業が始まり、あのく祭当日である10月末まで仕事があるので
長期の作業にはなるのですが、終わったあとの達成感があります。
あのく祭は、あのく祭執行委員会の他に第1企画を始めとした6つの企画が
企画を持ち寄り披露してします。毎年たくさんの方にご来場いただき楽しんで
いただいています。その他にも冬には他の委員会と合同で委員会研修があったり、
夏は夏旅行に行ったりもして、みんなで絆を深めています。
あのく祭執行委員会 企画部長

入江

美香（文学部）

会社探訪●
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会

社

探

訪

有限会社

旅 行 庵

旅行の手配は
お任せください。
ひとりひとりの記憶に
残る旅をご提供して
おります!!

今回は、10月13日(土)に、念願のゆめタウン久留米に出店された「有限会社旅行庵」に取材させていただきました。
創業13年目、甘木駅旅行センター・鳥栖旅行センターに続いて3店舗目となり、現在14名のスタッフで営業されています。
平成7年に法律学科を卒業された代表取締役の松尾 朝子さんは同窓会の副会長としてもご活躍されています。今回の取材に際し
て、「今後、女性が活躍できる働きやすい職場として、結婚・出産・育児に柔軟に対応しながら長く働き続けられる企業として取
り組んでいきます。久留米大学の学生や卒業生の皆さま、是非会いに来てください。」と力強くお話しをされていました。
14名のスタッフのうち、久留米大学の卒業生は6名。
松尾 朝子(平成7年卒)、宮村 浩一(平成13年卒)、松岡 智香美(平成14年卒)、
池田 佳奈(平成30年卒)、佐伯 絃乃(平成30年卒)、酒井 祐子（旧姓：柴村)(平成7年卒）
いずれかの店舗で、卒業生の誰かと会えるかもしれません。

INTERVIEW
池田 佳奈さん 久留米市 南筑高校出身 法学部法律学科卒
◇学生時代の思い出…プロ野球オリックスの熱烈ファンで、沖縄キャンプ、福岡でのソフトバンク戦
はもちろん、京セラドームまで毎月数回試合観戦に行っていました。大阪への新幹線、飛行機、ホ
テルのチケットの予約購入を繰り返しているうちに旅行代理店に興味がでてきて、今の会社にご縁
を頂きお世話になることになりました。
◇仕事について…カウンター業務全般、おもに国内旅行を担当しております。覚えることはまだまだ
たくさんありますが、どんな方面のお問い合わせがきてもお客様に自分の知識を使ってお客さまの
旅のお手伝いができるよう頑張っていきます！
佐伯 紘乃さん 熊本県山鹿市 玉名女子高校出身 法学部国際政治学科卒
◇学生時代の思い出…英語コースに所属していて少人数10〜13人のクラスで授業によってはすべて
英語で授業を受ける形となり大変勉強になりました。チューターとして学部、学科の垣根を越えて
幅広い友達ができクリスマスパーティーの企画ができたことも良い思い出です。
◇仕事について…４月からの正社員雇用に向けて現在は試用期間として仕事を覚えていっている最中
です。一日も早くお客様対応ができるよう一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。

ゆめタウン久留米店
（ゆめタウン久留米1F ☎0942-43-8222）

鳥栖旅行センター
（フレスポ鳥栖1F ☎0942-82-1811）

甘木駅旅行センター
（甘木鉄道甘木駅内 ☎0946-22-2111）

卒業生のご活躍を紹介しています。取材にきてほしい方は事務局までご連絡ください。

取材：木下

博和（平成7年卒）

●卒業生に会えるお店／近所のお店紹介
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卒業生に会えるお店

株式会社

久大エンタープライズ

㈱久大エンタープライズは、学校法人久留米大学の100％出資による子会
社として平成20年３月に設立されました。本部は久留米大学旭町キャンパス
の中の大学本館１階にあります。現在その本部に久留米大学職員であり大学よ
り出向で、GM（ジェネラルマネージャー）を務める松下哲也さんとそれから
私の２名が勤務しています。
業務内容については、配送室業務・総合施設管理業務・オリジナルグッズ販
売業務・印刷関係業務・図書館業務等多岐に渡る本学のための業務です。今後
左：松下 哲也さん（平成9年卒） 右：筆者
更に大学に関連する様々な業務を請け負うことが予想され、またそれによって
久留米大学に貢献していけるよう日々奮闘しているところです。
お土産にど
うぞ。
中でも久留米大学オリジナルグッズは、大学のロゴ・コミュニケーションマー
気軽に来て
ね!!
クを用いたグッズを作成し大学のブランディングの一翼を担っております。
オリジナルグッズの中には、大学の理念を念頭においた地場の特産品である
「久留米絣商品」
「豚骨ラーメン」
「博多織商品」
「酒類（本部売店のみ販売取扱）」
等の商品も取り扱っております。
母校の久留米大学のオリジナルグッズをイベントの景品や記念品、お土産品、
贈答品等として広くご活用されてみてはいかがでしょうか。
古川 雄司さん（平成26年卒）

村井

健太郎（平成３年卒）

久留米大学ラーメン
（2食入）￥540
久留米大学謹製
くるめのお茶め
10個入￥1,200

久留米絣 名刺入れ ￥864

【土日祝他休】
㈱久大エンタープライズ売店（3ヵ所）
【旭 町】（大学本館１階 ８：３０〜１６：３０）
※酒類販売は本部のみとなります。
・病院本館売店 【旭 町】（病院本館３階福岡銀行ＡＴＭ横 ９：３０〜１６：００）
・御井学舎売店 【御井町】（御井学館２階 ９：３０〜１５：４５）
・本部売店

２店舗めは「カレーコレクションDスパイス」さん。オー
プンして丸２年、店長の寺崎さんがいろんな種類のスパイス
カレーの中、月ごとに３種類のメニューを選んで出されてい
て、リピーターの方も多いそうです。スパイスカレーの他に
もバイキングメニューがあり、こちらは学生さんに人気との
こと、今回、店長さんより、素敵な特典をいただきました。
注文時に、「久留米大学法学部同窓会の会報を見た！」で、ア
イスクリームのサービスがあります。

１店舗めは「欧風カレー食堂★えん」
。元々、小郡市内で居
酒屋を営業されていて、お昼のメニューの中にカレーを提供し
ていたところ、好評で新たにカレー専門店をオープンされたそ
うです。 オープンして半年とのことで、まだまだ学生さんた
ちに浸透されておらず残念．
．
．ワンコイン500円からありま
すので 多くの方にぜひ来て頂きたいです と話しておられた
オーナーさん。人気メニューはキーマカレーと欧風カレー。実
際に欧風カレーを食べましたが、くせになる美味しさでした。

欧風カレー食堂★えん
久留米市御井町1974−2
11:00〜20:00
㉁日曜
☎0942-64-9690

カレーコレクション D-SPICE

大学前

久留米

南筑高
久留米大学

ローソン

えん
セブン
イレブン
久留米大学附設
中学校・高等学校

郵便局
セブン
イレブン

D-SPICE
セブン
イレブン

車道

〜大学に来た ら寄ってみて〜

今回は、御井キャンパス近くの人気のカレー屋さんをご紹介します。
お近くに来られた際は、ぜひ、それぞれのカレーを食べ比べてみて、
堪能してみてはいかがでしょうか♪どちらもテイクアウトもできるそうです。

自動

近所のお店紹介

久留米市御井町1763-1
ランチ
11:00〜15:00
ディナー
18:00〜22:00
㉁水曜
☎0942-43-3533

九州

博多織 ネクタイ
チラシ
（総柄：3色）￥4,300

取材：木下

博和（平成7年卒）

同窓会活動●
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平成30年度

法学部同窓会 定期総会・懇親会
５月26日（土）に、御井キャンパス 千歳会館 ２階 大会議室にて、「平成30年度法学部同窓会
定期総会」が開催されました。
同窓生25名の出席を得て、小原哲哉氏（平成13年卒）の司会により、吉田博文氏（平成12年卒）
が議長、古川雄司氏（平成26年卒）が副議長を務められました。
下記議案につきましては、すべて原案どおり可決承認されましたことをご報告いたします。
総会終了後、御井学生会館 ２階「欅」にて、懇親会が行われ、同窓生や来賓・先生方、総勢72
名が参加しました。過去最大の参加者で、恒例の豪華景品が当たる抽選会で盛り上がり、同窓生同
士が和やかに交流し、楽しい会となりました。
執行部一同、一人でも多くの同窓生が参加し、交流の場が広がっていくことを願っております。

（１）平成29年度事業報告及び同窓会問題における裁判所の決定について報告
（２）平成29年度決算報告並びに監査報告について
（３）平成30年度事業計画について
（４）平成30年度予算について
（５）役員交代について

たるかな？

景品何が当

●同窓会活動

久留米大学法学部同窓会会報

新副会長就任挨拶

新副会長

平

9

誠一（平成11年卒）

この度、5月26日（土）の同窓会総会にてご承認いただき、副会長に就任いたしました。私自身は10年
程まえからオブザーバーとして同窓会の運営に携わってきました。今後は副会長としてこれまで以上に尽力
するとともに、同窓会の発展に微力ながらお役に立てればと考えていますので、よろしくお願いいたします。

平成29年度 活動報告
平成29年
4月

5月

６月
７月

8月

９月

4日
15日
22日
28日
29日
13日
16日
25日
27日
18日
27日
1日
4日
15日
22日
29日
8日
17日
20日
28日
2日
13日
17日
20日
29日

入学式
財務部会
商経同窓会総会・懇親会
総務部会
4月理事会
会計監査、5月理事会
財務部会
総務部会
臨時理事会、総務部会（懇親会準備）、法学部同窓会総会・懇親会
広報部会
（商経）福岡支部会
広報取材：C∞SHOCK書道部パフォーマンス
連合同窓会運営委員会
法学部イベント：絣フェスタ2018
7月理事会
広報取材：錦昇園
（商経）福岡支部会
（商経）福岡支部会幹事会
広報部会
（商経）福岡支部「夏の集い」
（商経）日田支部会懇親会
9月理事会
アイスホッケー部創部30周年記念パーティー
千歳会
学内支部会

10月 20日 広報取材：表紙撮影
27 〜 29日 第52回あのく祭
11月 9日 11月理事会
12月 2日 広報部会
9日 国際交流懇親会
13日 法学部パーティー

平成30年
1月 18日
21日
26日
27日
２月 6日
11日
16日
23日
25日
27日
３月 3日
20日
21日
23日
28日
29日
31日

1月理事会
日本医師会横倉会長の世界医師会会長就任祝賀会
総務部会（事務局面接）
法学部創設30周年記念シンポジウム
総務部会（事務局面接）
高松教授・古賀教授最終講義
「職業と社会」感謝のつどい
2月理事会
広報部会
財務部会
（商経）佐賀県支部総会・懇親会
卒業式・祝賀会
総務部会（事務局面接）
3月理事会
（商経）福岡支部会
総務部会（事務局引継ぎ）
総務部会（事務局引継ぎ）

＊９月21日〜１月11日

計15回 「職業と社会」への支援

平成29年度決算・平成30年度予算
事

款
業

費

記念事業費
事

務

費

積立金支出
予
備
費
小
計
次年度繰越金
合
計

項

借

旅 費･交 通 費
会
議
費
総
会
費
渉
外
費
印
刷
費
会
報
費
広
報
費
支 部 対 策 費
あのく祭援助費
補
助
費
事 業 対 策 費
記 念 事 業 費
人件・福利厚生費
人
件
費
福 利 厚 生 費
事 務 局 維 持 費
通 信 運 搬 費
消 耗 品 費
雑
費
備
品
費
被
服
費
支 払 手 数 料
基 本 金 支 出
事業積立金支出

方
３０年度予算
２９年度決算
4,292,656
7,200,000
828,500
1,000,000
35,788
100,000
503,691
1,600,000
110,480
300,000
4,000
50,000
1,800,132
2,000,000
84,565
400,000
34,800
400,000
237,500
250,000
425,000
600,000
228,200
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,645,504
5,070,000
0
―
1,041,303
3,600,000
20,000
50,000
60,599
200,000
103,480
150,000
9,233
60,000
1,341,200
800,000
64,289
200,000
0
0
5,400
10,000
1,800,000
1,000,000
1,000,000
500,000
800,000
500,000
0
142
9,738,160
14,270,142
4,219,642
0
14,270,142 13,957,802

（単位：円）
款
会 費 収 入
利 息 収 入
雑

収

入

未

払

金

積立金収入
小
計
事業積立金取崩
前年度繰越金
合
計

項
入
会
預

貸

会
金

方
金
費

利

息

雑

収

入

未

払

金

事業積立金収入

３０年度予算
10,050,000
10,050,000
0
500
500
0
0
―
―
0
0
10,050,500
0
4,219,642
14,270,142

２９年度決算
11,130,000
11,130,000
0
111
111
10,000
10,000
0
0
―
―
11,140,111
0
2,817,691
13,957,802

文系同窓会奨学金設置のご案内
文系同窓会として共通の奨学金制度を設けることになり
ました。久留米大学卒業生の子女（孫を含む）に対して、
商学部または経済学部、文学部、法学部、人間健康学部に
入学した場合に入学試験受験料相当額を支給する制度です。
平成31年４月入学
者 か ら 適 用 し ま す。
詳しくはHP、もしく
は事務局までおたずね
ください。

先生紹介／大学通信●
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法学部先生紹介

荒井

功

先生

就任年月日
昭和59年４月商学部講師着任、法
学部開設の翌年の昭和63年４月に
法学部に移籍しました。
出 身 地 東京都
専門分野 国際関係論
趣味・マイブーム
十代の頃から親しんでいたクラシック音楽に加えて、
最近はJAZZを聞くようになりました。モダンからフ
リーくらいまでです。旅行も好きですが、最近は時間
がとれないので御無沙汰しています。
自己紹介
根無し草の東京育ちゆえか遠く離れたものへの憧れ
があり、数学や自然科学、西欧の言語・文学・歴史に
関心をもってきました。
大学時代に中東戦争と石油ショックに見舞われて狼
狽する世相を見て社会科学を志すようになりました。
法学部卒業生にひとこと
法学部創設以来30年になりました。卒業間もない
20歳代の皆さんには天職を、30歳代の皆さんには人
を、40歳代の皆さんには時間を考えることを勧めます。

前田 俊文

先生

就任年月日 平成６年４月１日
出 身 地
愛媛県松山市
専門分野
政治思想史
（17、18世紀の近代自然法学）
趣味・マイブーム
学生時代はテニスとスキー、カ
ラオケでしたが、最近はボーリングです。
（オリ合宿のコースで優勝してしまいました。）
自己紹介
一橋大学で近代ヨーロッパ社会思想を学んでから
研究、教育ではずっと欧米に関心を持ってきました。
最近では久留米大学の活性化のために地域連携イベント
に取り組んでいます。海外研究と地域の実践活動の
融合を目指しています。
法学部卒業生にひとこと
社会人になっても青春時代にカムバックできるあり
がたい場所が母校です。学生たちに社会人としての経
験や生きる知恵を伝えてほしいと思います。
OB・OGが講師となって仕事について語る「職業と
社会」を開講して卒業生と現役学生をつないでいます。

2018年4月28日、久留米大学の創立90周年を祝う記念式典と祝賀会を、久留米市の久留米シ
ティプラザで開催しました。
記念式典には政財界や医師会、行政機関などからご来賓をお迎えしました。また、大学、企業・団体、
本学関係者や同窓生を中心に約600名の方々にご出席いただき、盛大に執り行われました。
式典の中で、永田見生理事長・学長は、九州医学専門学校からスタートした本学創立の経緯や9
万人近い卒業生を世に送り出したことなどを紹介しながら、「意気を新たに地域に誇れる大学、社会
から憧れられる存在として、また地域に根ざしグローバルに展開する大学として発展するという志
を明確にして前進します」と100周年に向けた決意を述べました。
式典後は六角堂広場に会場を移し、祝賀会を開催。本学のダンスサークル「ユニティ」などによ
る歌とダンスが祝賀会を盛り上げました。
創立
90周年
記念事業

・基礎３号館の新築事業（研究棟・動物実験センター）
・病院北館（総合複合棟・放射線腫瘍センター）の新築事業
・御井学舎施設設備整備事業
・附設中学校・高等学校施設設備整備事業
・医療施設設備整備事業

節目となる2018年の創立90周年を機に、本学が「地域と共に発展する大学」を目指
していくため、各種新築事業など、さまざまな記念事業を行いました。
その事業達成に向けた募金へのご協力を呼びかけいたしまして、趣旨にご賛同いただ
きました皆さまから多大なるご支援を賜りました。厚く御礼申し上げます。今後ともよ
り一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
総合企画部 広報室

御井学舎

病院北館

基礎３号館

●先生紹介／大学通信
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河内

千栄子

本間

先生

就任年月日
平成6年4月法学部国際政治学科開
設に伴い、助教授として就任
出 身 地 福岡県
専門分野 応用言語学
法学部英語コース・コーディネーター
趣味・マイブーム
趣味は読書とスイミング。1年間に100冊読破を目指して
いますが、ここ最近は超多忙で70冊前後。
自己紹介
大体まじめな人間だと思います。子どもからは「くそ真面
目」だといわれています。アメリカで修士号、イギリスで博
士号を取得した時の苦労を考えると、何事も乗り越えられる
なと思っています。
（学生にはいつも英語で自己紹介をさせているのに、意外と
自分の紹介は難しいものだと感じました。）
法学部卒業生にひとこと
わたしは、確固たる意志を持って研究者になろうとしたわ
けではなく、与えられたその時々のチャンスを愚直に、時に
必死で取り組んで、今になったなという感じです。皆様も、
日々の生活の中でご苦労が多いかと思いますが、焦らず腐ら
ず、時に楽しみ、時に自分を追い込んで、実りある日々をお
過ごしください。

美奈子

先生

就任年月日 平成11年4月1日
出身地 新潟県長岡市
8月2日・3日の大花火大会が自慢です。
専門分野
会社法です。今、特に強調したいのは、英米
法系の会社法でいう「duty of loyalty（忠実
義務）」。会社の役員は、当該会社のため忠実に
その職務を行わなければならず、自分や自分に近い人・組織の利益を優先し
てはならないというもので、会社の内部事情に詳しく強い立場にある役員が
会社を私物化するのを防ぐ機能があります。
近時の関心は、会社の意思決定レベルにおける女性登用を促進する取組み
についてです。数年内に女性登用先進国であるイギリスや北欧を訪れて、そ
の現状を確認したいと考えています。
趣味・マイブーム
フィギュアスケート観戦、コンサートに行くこと、そして花火鑑賞です。
自己紹介
3年ほど前、ストレスが原因で大病を経験、死にかけましたが、奇跡とも
見える回復を遂げ、現在に至ります。今は、定期的に通院し健康状態を確認
しつつ、無理なく「自分のやりたいことをやる」ことにしています。大きな
病に罹るときは、生き方を見つめ直すチャンスでもあると実感しています。
法学部卒業生に一言
「好事魔多し」「苦あれば楽あり」と言います。物事がうまく運んでいる時
こそ油断をしてはいけないし、逆に、辛い最中にあっても、そのことによる
良い面が必ずあるものです。このような話をご一緒にできるといいですね。

就職活動に接して思うこと
法学部教授

就職部長

小原

清信

私は､法科大学院から再び法学部に戻り､以前していた就職委員を担当しているが、昔と業
務内容も変わってきた。そこで､｢就職委員今昔物語｣を語ろう｡
昔､就職委員の最大業務は企業訪問であった｡東京･関西･九州各地の企業を回るもので､数が
多い｡大学教員にとって企業訪問は得意分野ではなかろう｡人事担当者の人柄にもよるが､「お
互い忙しいのに｣と歓迎されない応対をされる場合もあれば、逆に､名刺を交換しただけで､見
ず知らずの人間によくここまでしゃべるなあと感心することもあった｡男女雇用機会均等法の
ため､男性のみ募集とは謳えないが､女性は殆ど採用しない会社だなと訪問してみて気づくこ
ともあった｡
この教員による情報収集は､インターネットの発達につれて､お役御免になった｡情報収集はネットに任せて､教員の主要
任務は学生に対する助言指導にシフトした｡就活イベントも充実してきた｡現在の重要任務は､2月の就職合宿である｡参加
された同窓生の皆さんはご存じだろう｡毎年ホテルで1週間行われており､学生は1泊2日で参加する｡合宿の直接の効果な
のか､参加する学生の意識が高いからなのか､いずれにせよ参加学生とそうでない学生との間の内定率の差は歴然としてお
り､保護者向けの地方懇談会でも､合宿参加を勧めている｡ただ､内定率は重要な指標であるが､｢満足のいく就職｣ができた
かどうかも重要であって､｢人を大切にする企業｣へ学生を誘導する責務があろう｡
かつて就職氷河期という時代があって､当時の皆さんは相当苦労しただろう｡近年は売り手市場で､学生はどこでもいい
なら就職できる｡だが10年前のリーマンショックのようなことが､いつ何時起こるかわからない｡また就職協定の廃止が予
想され､学生の不安も大きい｡
これまで就職キャリア支援課の行事
は､3･4年 生 を 対 象 と し て き た が､
2018年度は1･2年生向けのガイダ
ンス行事を行った｡最近はインターン
シップに参加する学生も増えた｡大学
生活の前半である1･2年次にどのよ
うなキャリア教育を施すかが重要な
課題である｡

学部支援●
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職 業 と 社 会

①学生時代の思い出
②現在の近況について
③同窓生に一言

〜 講 師 た ち の 声 〜
瓜生

祐樹（国際政治学科 平成 26 年卒）
トヨタカローラ福岡㈱レクサス久留米

浦野

①野球
②車の営業をしています。
今年結婚しました。

①土曜夜市でのボランティア
活動
②診療情報管理士を目指して
勉強してます。
③社会人生活大変かと思います
が、頑張っていきましょう‼

工藤

会社員

貴裕（法律学科 平成 29 年卒）

①ゼミやサークルなど、とて
も楽しい学生生活で、今で
もまた学生に戻りたいと思
うこともあります。
②社会人になりまだ２年目と
いうことで慣れないことも
多くありますが、日々頑張っ
ています。
③このたびは、「職業と社会」の授業に参加さ
せていただく機会をいただきありがとうござ
います。学生の方と話をしたり、聞くことで
たくさんのことを学ばせていただきました。
寒い日が続きますが、皆様も体調にはお気を
つけ下さい。

中野

刑務官

俊秀（法律学科 平成 4 年卒）

①サークル中心の生活、もう少
し勉強しておくべきだった。
②平成 31 年３月 31 日で廃庁
となる佐世保刑務所の後片
付けが大変である。
③今できることを今やる。明
日でいいや、だと、もった
いない。

下村

満里奈（法律学科 平成 30 年卒）

㈱鈴花商事

①部活（弓道部）、ゼミ活動、
絣フェスタ
②総務課に配属されたので、
社労士の資格を取ろうと思
い勉強しています。
③学生時代にしかできないこ
とをやって下さい。

星野

天（法律学科
弁護士・会社役員

平成 20 年卒）

①友人と良く遊び、学んだこと。
②弁護士として、事務所に所
属しつつ、自分でも会社（AI
を開発）を経営しています。
③お困りがあれば、気軽にご
相談ください。

柴田

大空（法律学科
㈱インフィデックス

平成 20 年卒）

①星野君とどちらが多く単位
をとれるか競ってた事。
②会社を経営して５年が経ち
ました。従業員 15 名で楽
しくやってます。
③頑張って下さい！

雄也（国際政治学科
大分県済生会 日田病院

具島

平成 26 年卒）

秀和（国際政治学科 平成 23 年卒）

法務教官

①学生時代の思い出はいろい
ろありますが、就職難で採
用試験に苦労した事です。
②大学卒業後７年半佐世保で
勤務し、11 月１日付で福岡
に転勤となり法務教官とし
て勤務しています。
③法学部の講義である「職業と社会」に毎年講
師として参加させていただいています。よろ
しくお願いします。

宮本

紋華（国際政治学科 平成 29 年卒）

園田

瞳（国際政治学科
済生会熊本病院

平成 26 年卒）

①前田先生にはとてもとても
お世話になりました。１番
楽しかったのは前田先生の
ゼミと西洋政治思想史で
す。 特 に ニ ー チ ェ の 100
分 de 名著をみる授業はお
もしろかったです！
②５年目になり、ますます仕事にやりがいを感
じます！ただ、周りが結婚・出産ラッシュす
ぎて辛いです！笑
③諸先輩方の経験を後輩に伝える場が「職業と
社会」だと思います。
ぜひ、「職業と社会」の講師になってくださ
い !!!!

前田

啓至（法律学科 平成 14 年卒）

司法書士

①もう少し勉強しておけばよ
かった。
②仕事ばっかり頑張っています。
③勉強を頑張って欲しい。

㈱ホープ

①勉強
久留米絣フェスタ
②仕事を忙しくしておりま
す。久留米大 OB としてが
んばります！
③学生生活をたのしんで下さい‼

木下

（国際政治学科 平成19年卒）
美沙（旧姓：本庄）

小林化工㈱

MR

①イギリスへの語学研修に参
加したこと。
友人とたくさんおしゃべり
したこと。
前田ゼミの参加。（単位が
もらえないのに、３年生次
１年間出席していた。）
②子供２人を育てながら、MR として働いてい
ます。
③学生時代に過ごした久留米市に帰ってきまし
た。子育て、仕事を通して地域に貢献したい
と思います。

福井

崇郎（法律学科 平成 22 年卒）
あたりまえ・ラボ代表 ( まちづくりファシリテーター )
①サークル（吹奏楽）に勉強
会、イベント、野球チーム
の立ち上げなど駆け抜けた
大学生活でした。教員や先
輩・後輩・同輩との出会い、
語り合いが今の自分を作っ
ています。
② 2018 年７月にまちづくりの会社を独立し、
あたりまえ・ラボ代表として、まちづくりファ
シリテーターをなりわいにしています。自治
体と住民、住民同士を話し合いの場を通して、
つなぐことで、これからのまちの未来をとも
に築かせてもらっています。
③日々の暮らしはたくさんの偶然と積み重ねで
できている。あたりまえをありがとう。

吉田

博文（法律学科 平成 12 年卒）
福岡地方検察庁・検察官

①思い返せば、いろいろな団
体に所属して活動していた
ように思います。
法学部関係では、新入生
オリエンテーション合宿の
チューターを複数年努めま
した。
サークル活動は、吹奏楽部に所属し、中学生
の頃から吹いていたトランペットや、途中か
らはホルンを担当しました。
学外では、サッカーの久留米社会人リーグ内
のチームに所属し、定期的に実施されるリー
グ戦やカップ戦の試合に出場して汗を流して
いました。
このような活動を通して、多くの同期生、先
輩、後輩と巡り会い、現在でも、一緒にお酒
を飲みに行って、お互いの近況や学生時代の
思い出話をするような関係が続いている人も
多いです。
②福岡地方検察庁で「検察官」として働いてい
ます。検察官の仕事は、一言で言うと、刑事
事件の捜査、裁判の立会になります。現在は、
「交通部」という部署に所属して、福岡県警
の各警察署から送致される交通違反（無免許
運転、飲酒運転等）や交通事故（過失運転致
死傷事件、危険運転致死傷事件）の処理（起
訴、不起訴の決定）、そのための被疑者の取
調べ、被害者や目撃者等の事情聴取を行って
います。また、ある事件について、警察から
送致された段階で証拠が足りないと考えたと
きは、担当警察官に補充捜査の必要性の説明、
打ち合わせを行い、自らも実況見分に立ち会
うなどして証拠を収集するなど、同県警とも
協力しながら事件の捜査・処理にあたってい
ます。
③定期的に同窓生で異業種交流会を開催できた
らいいですね。各方面で活躍する同窓生の皆
さんの近況等を聞きたいです。

●学部支援
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法学部同窓会では、現役学生への支援として、後期授業「職業と社会」に同窓生を講師として推薦しています。
平成30年度に講義された皆さんです。
今後も多岐にわたる講師を推薦していきますので、同窓生の皆さんご協力をお願いいたします。

宮﨑

泰智（国際政治学科 平成 29 年卒）
GMO ペパボ㈱カスタマーサービス

井

優也（法律学科 平成 29 年卒）
㈱リクルートライフスタイル

山村

①学祭ですね。
企画の総責任者をしていた
ので、一生懸命作り上げた
あのく祭は今でも思い出し
ます。
②まだ社会人２年目なので学
ぶ時は多くありますが、こ
の久留米大学で学んだ事をいかして多くの人
を笑顔にしております。
③同じ学び舎で学んだみなさんとお話ししてみ
たいです。

①ゼミ活動
②社会に少しでも貢献できる
よう、日々仕事を頑張って
おります。
③今後もよろしくお願い致し
ます。

①アメリカンフットボール部
での経験。私の全ての基礎
になっています。
②昨年生まれた息子がもう１
歳を過ぎ、「まんま」を言え
るようになった。
③是非、平戸市へお越しくだ
さい。豊かな自然と旨い料理が待ってます。

藤

一道（法律学科
積水ハウス㈱

平成 26 年卒）

①硬式野球部で過ごした日々
②子供が生まれて、家を建て
ました。
③就活で人生が決まりますので、
真剣に取り組んで下さい！

藤竹

瞭（法律学科 平成 26 年卒）
福岡県立門司学園高等学校・教諭

①ゼミの仲間や教授と将来に
ついて語り合ったこと（飲
みながら）
②県内でも数少ない中高一貫
校に勤めています。高校所
属の教員ですが、中学校の
授業に行くこともあるので、
幅広い年齢層の子どもたちを相手に生活して
います。
③大学４年間はとても「自由」な時間が多い時
期です。「時間」と「人」を大事に学生生活
を送って下さい。

野口

明日香（国際政治学科 平成 29 年卒）

九州労働金庫

①国際英語コースでの授業、
吹奏楽部の活動、前田ゼミ
でのゼミ活動
②特に変わらず、仕事をして
います。
③卒業後、２度も講師として
および頂いてありがとうご
ざいました‼

感 謝 の つ ど い
講師としてご協力いただきました
同窓生の方々へ感謝の気持ちを伝
えるとともに、交流の場として平
成31年２月15日（金）に、感謝の
つどいを開催しました。
総勢31名の参加でお互いに仕事や
近況など情報交換の場となり盛り
上がりました。
木下

博和（平成７年卒）

小森

ひかる（法律学科 平成 30 年卒）

戸田建設㈱

①神原ゼミでの生活（旅行や、
あのく祭等のイベント事、
普段の生活から最高に楽し
かったこと）
あのく祭ファッションショー
に出たこと。
②新入社員で毎日奮闘してい
ます !!
現在配属されていつ現場がもうすぐ引渡とな
り、忙しくなりつつあるのでどう乗り越えて
いくか、頭を悩ませています！！

牧原

諄典（商学部 平成 29 年卒）

㈱ホギメディカル

①野球
②日々勉強の１日ですが、医
療業界を盛り上げれる様
精進しております。
③お互い頑張りましょう。

柴田

大輔（法律学科 平成 19 年卒）

㈱錢高組

①遊んでばかりでした。
②妻１人、娘１人、息子１人
に尻に敷かれています。
③何かの機会でお会い出来れ
ば幸いです。

金子

竜太（法律学科 平成 26 年卒）

平和物産㈱

①アメフト部
②「 仕 事 」と「 筋 ト レ 」の 両 立
③是非、平戸市へ

健介（法律学科 平成 25 年卒）

平戸市役所

益村

佳奈（法律学科 平成 12 年卒）
㈱保育所・原田のぞみ園 保育園経営

①バイトばかりで残念な学生
時代でした。
②新たに新設予定の園がある
のでしっかりがんばろうと
思います。

古川

雄司（国際政治学科 平成 26 年卒）

久留米大学

①硬式野球部で過ごした日々
②財務部用度課という部署で
働いています。
③学内同窓生として、同窓会
活動も盛り上げたいと思っ
ています。
是非、総会等でお待ちして
おります。

平

誠一（法律学科 平成 11 年卒）
日本経済大学・准教授

① 委 員 会 活 動（ 裏 方 と し て
種々のイベントの企画・運
営がたのしかった。）
②大学の教員として、日々、
精進しています。
③努力は惜しまないこと。

寄村

生（法律学科
九州労働金庫

①ゼミ

平成 26 年卒）
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海外研修記●

タイ研修記
勤務先である日本経済大学とのつながりで、平成30年1月11日（木）〜 3月10日（土）
の2か月間、ラジャマンガラ工科大学クルンテープ校にて、「国際的視野を身に付けた教
員を育成する取り組み」という趣旨のもと、研修を受けてきました。
研修先の大学の先生方には、とてもよくしていただき、オープンハウス（オープンキャ
ンパスと学園祭が合わさったようなもの）や、バンコク市内中心部の公園で行われたお
祭りに連れて行ってもらったりもしました。
研修といっても、具体的内容としては、大学で学生さんたちと一緒に講義を受け、課
題をこなすことでした（全部英語でツイテイクノガタイヘン）。
空いた時間で課題をこなしたり、自学自習などをしたりしていましたが、それだけでは息が詰まるので、気分転換も兼
ねてバンコク市内を散策し、タイの文化に触れたり、おいしいものを探しました。
とある講義で、「実際に会話をしてみましょう」とのことで、二人一組になり自己紹介などのコミュニケーションをとる
こととなりました。英語だけでなく、タイ語での会話も課題になりました。ただ、事前にシナリオを作ることができたので、
パートナー（タイ人）とともに会話の内容を決め、タイ語の発音を教えてもらいました。また、私が日本人ということもあり、
日本語での会話も課され、パートナーに日本語の発音を教えたりしました。ラジャマンガラ大学クルンテープ校のインター
ナショナルカレッジにはインドネシアやカンボジアなどからの留学生もおり、彼らと組んだ学生はインドネシア語やカン
ボジア語で会話をし、講義中、いろいろな国の言葉が飛び交っていました（デモ、ヨクワカラナイ）。
また、別の講義では、模擬的なジョブ・インタビューを行うこととなり、私が面接官役となりました。私の手元には質
問項目を記したクエスチョンシートがあり、いくつかの項目を読み上げればよかったのですが、学生さんたちは事前に伝
えられた質問項目に自らの答えを
用意し、それを暗記してインタ
ビューに臨んでいました。面接官
役である私の英語の発音が十分で
なく、学生さんたちに迷惑をかけ
たりもしました。私自身、もっと
研鑽を積まなければと思ったとき
でした。面接官役としてのプレッ
シャーにより疲れた半面、模擬面
接とはいえ学生さんたちとコミュ
ニケーションを取ることができ、
楽しいひと時でした。
平

誠一（平成11年卒）

●支部だより

学

内
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支

部

村井

健太郎（平成3年卒）

平成30年度の学内支部総会・懇親会は８月９日（木）に「久留米ホテルエスプリ」にて開催されました。
来賓として法学部より前田先生、小原先生と事務部門から重石御井学舎事務部部長の３名にご出席頂きました。今回の出
席者は来賓の方々も含めて16名と例年度より多い出席者数でした。
特筆すべきは総会の議事の中で、まず今まで私が務めてきた支部長が松下哲也氏（平成９年卒）へと新支部長の選任が
なされたことです。
またそれから「同窓会問題」に関するこれまでの経緯の説明がなされ、そ
の解決への大きな第一歩として平成３年設立同窓会の臨時総会を開催する旨
の告知及びそれへの学内支部の強い協力（参加）要請の依頼がされました。
その他学内動向（法学部）報告や同窓会本部の活動報告もあり、滞りなく
総会が終了した後、懇親会へと移行し、先生方も含めてとても盛り上がり盛
会となりました。
今後は従来の活動を堅持しつつ更に参加者を増やして、その上で学内支部
会による縦及び横のつながりを強めて発展させていければと考えています。

福

岡

支

部

折戸

謙介（平成7年卒）

来る11月４日（日）、福岡支部の総会及び懇親会に参加して来ました。会場は福岡市中央区天神１丁目にある西鉄イン福岡です。
福岡支部といっても、正確には久留米大学法学部の同窓会の支部ではなく、久留米大学全学部の同窓会の福岡市近郊における支部とな
ります。
福岡支部では、私は副支部長を拝命しておりますが、平成30年（第23回）の総会では、役員が任期満了となるため、再任もしくは
新任の決議を行わなければならないので、非常に重要な総会となります。福岡支部の支部長には、商経同窓会の平川猛展副会長が兼任
されていましたが、今回の総会では再任が議決され、もう４年務めて頂くことになりました。
多少のトラブルはあったものの総会は無事に終え、会場はそのままで懇親会へと移りました。和やかな雰囲気の中で懇親会は進められ、
景品が当たる抽選会なども行われました。
当初、10月６日（土）に開催予定していたのが、台風のため前記日程へと延期となっ
た上での開催だったため、参加者が減ることが危惧されましたが、たくさんの方が参加さ
れ、大いに盛り上がりました。法学部からも多くの方が参加されています。
福岡市近郊に住まれている、もしくは職場がある方は、興味があれば是非ご参加下さい。
次回の福岡支部の行事は、夏ごろに予定している「夏の集い」となります。

東

京

支

部

同窓会事務局

11月10日（土）、第17回久留米大学同窓会東京支部総会がア
ルカディア市ヶ谷において開催されました。
旧来、久留米大学商経同窓会東京支部として行われていました
が、平成30年度より商経学部を母体として全学部による同窓会
東京支部総会となりました。久しぶりに再会する仲間とともに、
大いに語り合い、楽しいひとときを過ごすことができるいい機会
となっています。

久 留 米 支 部

平

誠一（平成11年卒）

平成31年2月16日（土）に開催された久留
米大学同窓会久留米支部の総会・懇親会にお
邪魔してきました。厳粛な中で総会が進めら
れ、その後に懇親会が開かれました。そこで
は、学部・学年の壁を越え、和やかな雰囲
気の中、歓談が進みました。また、チアリー
ディング部の模範演技も
行われました。最後に全員
で校歌を斉唱し、応援団OB
の方のエールが送られました。
久留米近郊にお住まいの方、一
度、ご参加してみてはいかがで
しょうか。楽しいひと時が過ご
せると思いますよ。

佐 賀 県 支 部

村井

健太郎（平成3年卒）

平成31年３月９日（土）「グランデはがくれ」にて佐賀県支部支部会・懇親会が開催され、来賓として出席してきました。
ひがしみょう い せき

今年の講演は佐賀市教育委員会文化振興課の西田氏によるテーマ「東 名 遺 跡について」でした。これは佐賀市が実施している職員出
前講座（無料）のテーマの中の一つを利用した今回初めての新しい試みでした。
縄文遺跡である貝塚や土器・石器等の日本最古級の遺構・遺物が奇跡的に良い状態で大量に出土している大変重要な遺跡とのことでした。
またスライドによる出土状況や縄文人の食生活・ものづくり等非常に興味深いものでした。
その後全員で毎年恒例の写真撮影が行われました。
懇親会では支部長挨拶・来賓紹介挨拶の後、祝宴に入り、近況報告や昔の思い出・エピソード
また地元佐賀県の話題など話に花が咲き大いに盛り上がりました。
私も佐賀県（唐津市）出身であり、毎年アットホームな雰囲気であるこの会のまた来年の
参加をとても楽しみにしています。

同窓会問題●
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平成３年設立法学部同窓会の臨時総会が開催
〜長年の「２つの同窓会問題」解決へ前進〜
１．これまでの経緯と問題の所在

この会報を手に取られて
いる同窓生の中には、「なん
のこと？」と思案されてい
る 方 も お ら れ る で し ょ う。
あるいは、「まだこの問題が
解決していないの？」と苦
言を呈する方もおられるか
もしれません。
私たちが所属する久留米大学法学部同窓会（以下「本会」
という）は、平成17年の設立（もしくは再建）当初より、
大きな問題を抱えていました。様々な事情により、本会と
は別に、平成３年に設立されたもう一つの久留米大学法学
部同窓会（以下「平成３年設立同窓会」という）が存在し
ているのです。２つの同窓会が存在すること、これがいわ
ゆる「同窓会問題」です。
ただし、大学側や、久留米大学連合同窓会は、本会を正
式なパートナーとして相互に存在を認めており、平成３年
設立同窓会は建前上の存在に過ぎません。
何より、平成３年設立同窓会は、平成21年ごろを最後
に全く活動しなくなり、総会も開催せず、役員の選任等も、
長く行われていない状況が続いているのです。しかしなが
ら、平成３年設立同窓会は、相当程度の資産を有している
はずなのですが、それらの資産がどのような状況にあるの
か全く不明となっています。
それらの資金の原資は、平成３年から平成17年までに
法学部へ入学された方が、入学金と同時に大学に支払った
同窓会への入会金により形成されたものです。要するに、
同窓生（あるいはその保護者）から徴収して集めた入会金
の現在状況や使途が不明確になっているのです。これが同
窓会問題の本質です。
なお、何故こうした問題が生じたかについての詳細は、
過去の同窓会報等において掲載しておりますので、ここで
は割愛させて頂きます。

２．一時会長職代行者選任事件について

こうした状況を見かねた一部の卒業生らにより、平成29
年３月31日に福岡地方裁判所久留米支部に一時会長職務代
行者選任申立（以下「本件申立て」という）がなされました。
本件申立ての趣旨は、役員不在となった「平成３年設立同
窓会」の会長職務を代行するものを裁判所に選任してもら
い、その者が総会を招集し、あらたな会長及び役員を選任
することで正常な会務運営に戻すためのものです。
そして裁判所は、本件申立ての内容を全面的に認め、平
成30年３月29日に弁護士の三溝直喜氏を、
「平成３年設立
同窓会」の一時会長職務代行者として選任することを決定
しました。当然、この申
立ての審理にあたり、平
成３年設立同窓会の最後
の執行部であるとされる
同窓生の方々も参加し、
資料を携えて臨まれまし
たが、裁判所の判断とし
ては、それらの信憑性を

認めず、現時点で会長はじめ執
行部としての体裁を整えていな
い、と判断した結果であります。

３．臨時総会開催

このような裁判所の決定に則
り、会長職務代行者である三溝
直喜氏により、平成30年９月
26日（水）に平成３年設立同窓会臨時総会が招集されま
した。当日は19：00より、御井学舎800号館81B教室
において臨時総会が開催され、同窓生34名が参加いたし
ました。
この結果、第１号議案（役員選出の件）及び第２号議案（平
成30年度活動方針の件）は無事に可決され、新会長に林
田俊彦（筆者）、ほか副会長２名、幹事３名、会計幹事１
名の新役員が就任されました。なお、新執行部に入られた
方々は、本会の理事を兼務していることから、事実上一つ
の組織体として機能し始めています。
もともと、「平成３年設立同窓会」臨時総会開催への本
会の協力については、平成30年５月26日に開催された平
成30年度本会定期総会において詳細を説明の上、可決承
認を経ておりますし、臨時総会開催後、直ちに平成３年設
立同窓会長名で、本会に対し、「運営協力依頼」がなされ、
本会としても資金面を含
め、可能な限り協力する
ことを決定していまし
た。そ し て、平 成30年
10月26日（金）に開催
された両方の同窓会の理
事会、役員会において議
決されました。

４．今後の動き

しかしながら、平成31年3月現在において、
「平成３年設
立同窓会」の「前役員」であった方々からは、名簿や資産の
引渡しを受けることができずにいます。これまでの財務状況、
債権債務等について可及的速やかに調査し、早ければ平成３
１年度の本会の総会において調査内容を報告することができ
ればと考えております。この上で、本会と平成３年設立同窓
会が合併する提案を行うことになる見込みです。
現在の「平成３年設立同窓会」執行部の取り組みは「平
成３年設立同窓会の資産及び運営状況の実態解明」が目的
となっております。「平成３年設立同窓会」は、あくまで
も本会や大学とは別組織であることから、資産や運営状況
について調べることができずにいました。臨時総会開催前
は、「平成３年設立同窓会」の公金ともいえる資産が存在
していることが分かっていても、何の手も打つことができ
なかったのです。
現在の取り組みにより、久留米大学及び卒業生、学校関
係者を悩ませていた「二つの同窓会問題」が、一気に解決
することになればと願っております。
同窓生の皆さまにおかれましては、引き続き、ご理解、
ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
林田

俊彦（平成４年卒）

●同窓会通信
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会員だより〜平成30年春に届いた一言近況〜
匿名希望（法律学科 平成３年卒）
今年 50 歳！！立派なオッサンです。

田中 幸憲（国際政治学科 平成 13 年卒）
河内先生、お元気ですか？今年やっと結婚しました。

稲田 賢（法律学科 平成４年卒）
５年ぶりに列車で遠くへ行く旅を計画中です。毎年、懇親会で皆さ
まに会えるのを楽しみにしています。

増野 渉（法律学科 平成 15 年卒）
転職して、広島県庁に勤務しています。

古賀 浩子（旧姓：中村）
（法律学科 平成５年卒 ）
会報、有難うございます。年を重ねると懐かしく思い出します。宗
岡先生、お元気そうです 学生時代、定年間近の先生が研究ばかり
されてて、「 楽したらいいのに」という顔をしてる私に「人間死ぬ
まで勉強中」と言われました。思い出しました。
長野 栄一郎（法律学科 平成 6 年卒）
10/5 アクロスにて、土地収用法業界セミナー講師
松永 健（法律学科 平成７年卒）
熊本県庁河川課で河川・海岸の許認可を担当しています。昨年は県
政広報テレビ番組にも出演させていただきました。
小田 和也（法律学科 平成 9 年卒）
卒業後、下関市役所に入庁。現在は、下関市役所企画課という課所
で勤務しています。久留米での生活をなつかしく感じています。

尊田 英二朗（法律学科 平成 15 年卒）
紆余曲折を経て、現在は作業療法士というリハビリを専門とする医
療職に従事しています。そんな中でも感じるのは、学生時代に法律
という論理的に物事を考える習慣を意識づけることができていて良
かったということです。また、法律を学んだことで、やや難解な専
門用語による文献においても抵抗なく読もうという気持ちになるこ
とができています。母校の法学部法律学科で学んだことが現在でも
生きていると実感しています。
田中 昌代（旧姓：原尾）（国際政治学科 平成 16 年卒）
３人目の子供も１才になり、４月から職場復帰しました。
別府 光昭（法律学科
元気にやってます！！

平成 17 年卒）

松岡 彩（旧姓：一ノ瀬）（国際政治学科 平成 20 年卒）
昨年６月に男の子が生まれ、１歳を間近に元気に成長中です。

森 一（国際政治学科 平成 10 年卒）
卒業して 20 年経ちました。色々ありますが元気です！来年こそは
お会いしましょう。

坂井 啓一（法律学科 平成 21 年卒）
地元でだけでなく、関東や関西にいる卒業生が情報交換したり集ま
れる施策を行うべき。

河野 倫大（法律学科 平成 11 年卒）
地元で元気に暮らしており、昨年は久留米大学学生寮の頃の友人た
ちと集まりました。神原先生覚えていますか〜？

佐々木 善子（国際政治学科
転職しました。

西原 有紀（旧姓：水城）
（法律学科 平成 12 年卒）
子供が２歳になりました。エクセル３級を取得しました。
宇野 和弘（法律学科 平成 12 年卒）
変更なしです。同窓会の運営お疲れ様です。何も協力出来ずに申し
訳なく思います。大変とは思いますが、役員の皆様、御身体を大事に。
本当に、毎年の会報ありがとうございます。
森 寛暁（国際政治学科 平成 12 年卒）
大学病院に勤務して早いもので６年。何かあればご相談下さい。

オ ー プ ン キ ャ ン パ ス

平成 21 年卒）

内尾 瑛里（国際政治学科 平成 25 年卒）
現在は熊本の陸上自衛隊において勤務中。入隊 6 年目に入りました。
宇土 慶一（法律学科
学生に戻りたいです。

平成 26 年卒）

匿名希望（法律学科 平成 27 年卒）
市役所は日本の職場の悪いところが集合していた。
西村 蓮（国際政治学科 平成 30 年卒）
現在、名古屋にて研修中です。

2019

（文系学部）

久留米大学御井キャンパスにおいて、開催されます。詳細については、
久留米大学のホームページをご覧ください。たくさんのご来場をお待ちしています。

7月28日 日
8月10日 土

同窓会事務局より
住所変更について

現住所の変更がありましたら、ご一報ください。また、住所変更を依頼したのに実家
に会報が届いている、改姓を依頼したのに旧姓のままになっているなど、変更が反映さ
れていない方がいらっしゃいましたら、再度変更の連絡をいただけないでしょうか。
同封の総会出欠はがき、またはホームページ、電話などでも受け付けております。同封
のはがきは住所変更や近況報告だけでも投函できます。ぜひお知らせください。

同窓会会報への投稿について

近況報告やゼミ会、または職場の取材をしてほしい、会報に広告を掲載したい等、会
報への投稿をお待ちしています。同封の総会出欠はがきの近況欄やメールでどうぞ。
その他、お問い合わせなどありましたら下記連絡先までお気軽にお知らせください。

法学部同窓会役員の募集

同窓会では、役員になって一緒に活動をしてくださる同窓生の方を募集しています。
興味がある方はぜひご連絡ください。

支部会・同期会の立ち上げ支援について

同窓会では支部会や同期会の立ち上げの支援を行っています。支部会、同期会の立ち
上げをお考えの方がいらっしゃいましたらお知らせください。

〈連絡先〉久留米大学法学部同窓会事務局 TEL・FAX 0942（43）5164
E-mail

krm-hou-dou@khh.biglobe.ne.jp

編 集 後 記
今回の2019会報で一番心がけたの
は、できるだけ多くの方にコメントを
いただき、同窓生の皆様との距離感を
近くする存在になればという思いで、
１年を通して構成を考え企画しました。
大学行事は現役学生にご協力いただ
きました。また「職業と社会」の講師
を務めていただいた方には一人ずつコ
メントをいただきありがとうございま
した。
今回の会報をきっかけに同志の輪が
より大きくなることを祈っております。

広報部長：木下

博和
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