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明治大学校友会多摩支部の皆様
コロナ禍のオリンピックも終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。コロナウイルス感染拡大の収束は先が見え
ず、自粛生活にも飽きているかと存じます。各イベントも中止や縮小されている現状ですが、校友会関連情報をお
伝えします。 （企画事業委員会）
■明治大学創立１４０周周年記念事業・特別展示のお知らせ
校友山脈～明治大学の教育と人材～期間：2021 年 7 月 31 日（土）～11 月 3 日（水・祝）
会場：明治大学博物館（明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン地下１階） 入場料：無料
主催：明治大学（企画：明治大学史資料センター・明治大学博物館） 後援：明治大学校友会
明治大学博物館は著名な卒業生にスポットを当てた企画として、創立 140 周年記念事業特別展示「校友山脈～
明治大学の教育と人材～」を開催します。
また、各界の第一線で活躍する卒業生 10 名へのインタビューを行い、その映像を YouTube で公開します。1881
（明治 14）年の創立以来、明治大学が送り出した卒業生は 58 万人に及びます。本年に創立 140 周年を迎えた記念
事業として、数多くの「校友」の中から、過去～現在にわたって顕著な業績を残した 100 名余りの人物群像と明治大
学の教育を主題とした展示を開催します。
「校友」とは？？
明治大学は卒業生や関係者を「校友」を敬称しており、全国各地では「校友会」が結成され、日々活動しています。
大学の中でも日本で最も早く「校友」を称したのが本学であり、これまで校友とともに「同心協力」して大学の持続的
発展に努めてきました。
連動企画：インタビュー映像「校友山脈 明治大学 140→150 周年 150 人の卒業生たち 1/150―10/150」
各界の第一線で活躍する校友 10 名へのインタビュー映像を YouTube にて公開します。学生時代の学び、経験が
実社会で役に立ったこと、あなたにとって明治大学とは？などを語っていただきました。
＜出演者（校友、敬称略）＞
・北野 大（1965 年工学部卒 明治大学校友会長 秋草学園短期大学長）
・池端 俊策（1970 年政治経済学部卒 脚本家）
・立川 志の輔（1976 年経営学部卒 落語家）
・三田 紀房（1981 年政治経済学部卒 漫画家）
・野村 達矢（1986 年商学部卒 ヒップランドミュージックコーポレーション社長・日本音楽制作者連盟理事長）
・片倉 正美（1991 年経営学部卒 EY 新日本有限責任監査法人理事長）
・加藤 正俊（1992 年政治経済学部卒 テレビドラマプロデューサー）
・高橋 知典（2011 年法学部卒 弁護士）
・三澤 世奈（2012 年商学部卒 江戸切子職人）
・児玉 雨子（2016 年文学部卒・2018 年大学院文学研究科修了 作詞家）
・監督 守屋健太郎（1992 年法学部卒）
映像は明治大学公式 You Tube チャンネルで公開中。
<https://youtube.com/playlist?list=PL8bCC-xrDXMSeM4zdA3wn4MOEwE7iLWVU>
詳細については、「校友山脈 明治大学の教育と人材」特設サイトでご確認ください。
<https://www.meiji.ac.jp/museum/exhibition/koyusanmyaku.html>

■明大卒の飲食店応援 WEB サイト（ホームページ）開設及び掲載申込のご案内 2021.07.02
明治大学校友会では、本学校友で飲食店を経営されている方のお店を集約したＷＥＢサイト（ホームページ）を作
成する運びとなりました。 掲載を希望される場合は、以下より募集要項をご確認の上、お申込みください。
【募集要項（掲載条件等）より一部抜粋】
１．掲載対象・条件
・明治大学卒業（修了）生であり、校友会終身会費（３万円）を納入済みの方
・国内外を問わず、卒業（修了）生が経営、代表者である飲食店
２．掲載期間
・原則として無期限
・掲載店の電話が不通、閉店等になった場合は、掲載を停止します。
・掲載にふさわしくない事由がある場合は、掲載を停止します。
３．掲載料
・無料 ※校友会終身会費（１回のみ、３万円）納入者に限ります。
４．ＷＥＢサイト公開時期（予定）
・２０２１年１２月頃 ※ＷＥＢサイト作成の進捗状況により変更となる可能性があります。
５．注意事項
・今後、募集要項等に変更が生じた場合は、校友会本部ホームページにてお知らせいたします。
・掲載内容に関するトラブル等について、校友会本部事務局では一切責任を負いません。
・投稿者本人以外が撮影もしくは所有する写真で、撮影者・所有者の許諾を得ていないもの、無断でコピーしたも
のなどは投稿できません。これらにより発生したトラブル等についても、校友会本部事務局では一切責任を負い
ません。
【申込先ＵＲＬ】 https://gourmet.meiji-shikon.net/
【運営・問い合わせ先】 明治大学校友会本部事務局 TEL:03-3296-4726（平日 9:00～17:00）
MAIL：koyuka@mics.meiji.ac.jp

■第 24 回（2021 年度）ホームカミングデーについて【10 月 17 日（日）開催予定!!】
第 24 回（2021 年度）ホームカミングデー は、10 月 17 日(日)の開催を予定しています！
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年と開催方法が異なりますのでご注意ください。
●開催方法について
・現段階では、以下の第 24 回（2021 年）および 第 23 回（2020 年） 特別招待校友およびそのご家族の皆さまのみ
キャンパスへ入場可能として実施する対面形式と、YouTube 等を利用して一部企画を配信するオンライン形式を併
用する方法での開催を検討しております。
・特別招待校友の皆さまには、８月下旬に大学登録のご住所（「明治大学広報」のお届け先）へご案内状をお送りす
る予定です。
・対面での開催の有無については、９月上旬に新型コロナウイルス感染状況や本学の方針などを踏まえて判断する
予定です。
今後の詳細については大学ホームページをご確認ください。
（※新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更となる場合があります）
昨年、オンライン開催によりお渡し出来なかった来場記念品は、開催日当日にご来場いただいた際にお渡しす
る予定です。
オンライン開催のみとなった場合は、お渡し方法等について本学ホームページでご案内します。
◎記念式典について
第 23 回の記念式典に代わる動画は特設ホームページ上で公開しております。今年度の開催日当日の実施はご
ざいませんのでご了承ください。
（※当日式典会場へのご入場は出来ません。YouTube 映像を教室等で配信予定）

■ラグビー部関東大学対抗戦試合日程
「有料」「無観客」等、現在調整中のところもあります。8 月中頃、確定次第発表を予定しております。
（関東ラグビーフットボール協会）

■東京六大学野球秋季リーグ戦試合日程
各校 10 試合勝点制(ポイント制)、観客数上限は政府からのイベント開催制限に準じます。当日券のみ発売予定

会 場 明治神宮野球場
開会式 9 月 11 日（土） 9：15
第一試合開始時刻
11：00
プロ併用時の開始時刻 10：00
頭字校が先攻三塁側

■第 98 回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
今年の箱根駅伝の優勝候補と目されながら、総合 11 位でシ
ード権を失った明治大学ですが、リベンジを願って 応援しまし
ょう。
日程 2021 年 10 月 23 日（土） 9 時 35 分スタート
場所 陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース
※無観客開催（大会関係者のみ） の予定ですのでテレビ
中継で応援しましょう。
※本ページの写真は明大スポーツ新聞部 WEB サイトより引用

■東京 2020 オリンピック・パラリンピックに出場した明治大学関係者
・選手
陸上
男子 110 メートルハードル

高山峻野（2017 年法学部中退）

予選敗退

松元克央（2019 年政治経済学部卒）

予選敗退

水泳
競泳男子 200 メートル自由形
ボート
女子軽量級ダブルスカル

冨田千愛（2019 年政治経済学研究科博士前期課程修了）

10 位

セーリング
女子 RS:X 級

須長由季（2003 年商学部卒）

１２位

バスケットボール
男子バスケットボール

金丸晃輔（2011 年政治経済学部卒）

予選敗退

ハンドボール
男子ハンドボール

吉野 樹（2017 年政治経済学部卒）

１１位

卓球
男子団体/男子シングルス

丹羽孝希（2017 年政治経済学部卒） 団体 3 位（銅）／シングル 9 位

男子団体/混合ダブルス

水谷 隼（2013 年政治経済学部卒）

団体 3 位（銅）／混合ダブルス 1 位（金）

馬術
馬場馬術

北原広之（1995 年法学部卒）

馬場馬術個人・45 位／馬場馬術団体・14 位

馬場馬術

林 伸伍（2007 年政治経済学部卒） 馬場馬術個人・48 位／馬場馬術団体・14 位

馬術
総合馬術

大岩義明（1999 年商学部卒）

総合馬術団体・11 位／総合馬術個人・49 位

総合馬術

戸本一真（2006 年商学部卒）

総合馬術団体・11 位／総合馬術個人・4 位

射撃
女子 10m エアライフル個人、混合 10m エアライフル団体、女子 50m ライフル 3 姿勢個人
平田 しおり（政治経済学部 4 年）

女子 10m エアライフル個人・34 位
混合 10m エアライフル団体・26 位
女子 50m ライフル 3 姿勢個人・11 位

ラグビー
男子ラグビー

石田吉平（文学部 3 年）

11 位

加納遼大（2015 年文学部卒）

11 位

森下暢仁（2020 年政治経済学部卒）

1 位（金）

野球
男子野球

・監督・コーチ・スタッフ
陸上
コーチ

金子公宏（理工学部准教授）

バスケットボール
5 人制バスケットボール女子アシスタントコーチ

知花武彦（1998 年経営学部卒）

卓球
監督

倉嶋洋介（1999 年経営学部卒）

技術スタッフ

戸上隼輔（政治経済学部 2 年）

馬術
選手団役員（総務）

青山辰美（1986 年農学部卒）

射撃
選手団役員（総務・報道担当）

三木容子（1988 年政治経済学部卒）

トライアスロン
監督

中山俊行（1985 年商学部卒）

スポーツクライミング
コーチ

水村信二（文学部教授）

東京都多摩支部校友の皆様

（主催：明治大学校友会東京都５支部 主幹：東京都南部支部

後援：明治大学）

※本記念碑祭は明治大学創立 140 周年記念事業の一環として行われます。

「明治大学発祥の地・記念碑祭」は、明治大学開学の起源に触れて、母校のますま
すの発展を祈念する行事として、明大発祥の地の記念碑がある校友会東京都南部支
部が主催し、創立記念日である１月１７日の前後で毎年催されていますが、今回は
明治大学創立 140 周年記念事業の一環として東京都５支部（東部・西部・南部・北
部・多摩）共催の形で開催します。
多摩支部校友の皆様、ぜひ「懇親会」へご参加ください！
開催予定日：２０２２年１月１７日（月）
第 1 部 「記念碑の清掃及び記念撮影」10：00～10：30
注）公共の道路のため参加者は関係代表者のみとします

場 所：明治大学発祥の地 記念碑（東京都千代田区有楽町 2-2）
ヒューリックスクエア東京（旧 ニュートーキョービル）前

第 2 部 「懇親会」12：00～14：10
開催場所
内容予定

参 加 費

多摩支部２０名程度募集

明治大学アカデミーコモン 2Ｆ Ａ１～Ａ６会議室
会食・懇談：ムービー鑑賞：「明治大学発祥の地記念碑 設立の歴史」
本年の全国大会ご案内（岡山県支部）
講
演：「建学の精神 同心協力（明治法律学校設立の趣旨）」
明治大学文学部講師 長沼 秀明 様
イ ベ ン ト：校歌演奏 ハーモニカソサイエティＯＧ 寺澤ひろみ 様
8,000 円（予定）
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明治大学広報（2021 年 1 月 17 日（明治大学広報第 746 号）より

「明治大学発祥の地 記念碑祭」を略式開催
校友会東京都南部支部（廣野宏士支部長）は１月 17 日、本学発祥の地である東京・有楽町（数寄屋橋
跡付近）で「第 12 回明治大学発祥の地 記念碑祭」を開催した。この日は創立 140 周年の創立記念日に
当たり、当初は柳谷理事長、大六野学長をはじめとした法人役員や千代田区長らを招いて盛大に挙行さ
れる計画だったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言
の発令（１月７日）を受け、記念碑の清掃のみを支部役員数人が行っ
た。
同記念碑祭は、大学建学の精神を顕彰し、創立者の功績や開校の
起源に触れて、母校のさらなる発展を祈念する行事として、創立記念
日前後に毎年催されているもの。 2022 年１月の同記念碑祭は、創立
140 周年記念事業の一環として大学後援で開催される予定。
校友会東京都南部支部役員らに
よって記念碑の清掃が行われた

■2022 年全国校友岡山大会
今年の福島大会、昨年の香川大会とコロナの影響で中止となりましたが、来年 2022 年は岡山大会が開催
されます。ぜひ来年の予定に入れておいてください。

■明大校友のための交流サイト「紫紺 NET」のご案内
大学及び校友会本部から、イベント情報や大学の「今」をお届けするメールマガジンが月に 1 回-2 回配信される他、
この紫紺 NET を校友の皆様が活用することにより、校友同士の交流をより深める場、及び準校友（学生）と校友が交
流する場が創出されます。世代を超えた交流及び校友会組織の活性化、並びに明治の絆がより深まることを願って
おります。
★紫紺 NET(SNS)新規登録ページ★
<https://sns.meiji-shikon.net/opAuthMailAddress/requestRegisterURL>

（編集後記）
思うように活動ができず、困った
ものです。コロナウイルス感染拡
大の波は繰り返し、収束がいつに
なるかわかりません。簡易な治療
薬の開発が進み、普通の風邪にな
ることを望んでいます。
企画事業委員会・江面利和

