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同窓会費納入のお願い
同窓会は、大学入学時に皆さんからいただいた

同窓会費12,000円で運営されております。

お問い合わせは、同窓会事務局☎ 099-250-3211

ご 挨 拶

新入学生の皆様へ

陽春の季節となりました。この度めでたく入学され

ましたことを心からお祝い申し上げます。

私どもの法文学部同窓会は、昭和24年に文理学部、

同40年には法文学部と改組され、既に19,000名を越え

る同窓生が国内外に在って、さまざまな分野で活躍し

ておられます。

法文学部同窓会は、法文学部の発展と学生の教育研

究の充実を側面から支援すると共に、会員相互の親睦

を図ることを目的としております。鹿児島の本部のほ

か、関東、関西、宮崎及び福岡に支部があります。

70余年の歴史ある母校で、皆さんが充実した学生生

活を送られ、大きく世界に羽ばたかれることを祈念し

てご挨拶とさせていただきます。

鹿児島大学法文学部同窓会
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同窓会事務局

■令和２年度法文学部同窓会表彰

令和3年3月24日、法文学部において令和2年度法文学

部同窓会表彰の贈賞式が行われ、大学院人文社会学研究

科法学専攻2年の宮脇由羽さんと法経社会学科法学コー

ス4年の堅島敢太郎さん、同経済コース4年栗田尚弥さん、

経済情報学科4年の平川陽さんの4名が表彰されました。

仮屋同窓会長から、表彰状と記念品を授与。会長と松田

忠大法文学部長からお祝いの言葉がありました。

□関西地区支部（連絡先）
〒530-0047  大阪市北区西天満5-16-3 

西天満ファイブビル1001廣田稔法律事務所内
副会長 白石 公弘（S.50年法学科卒）
☎ 06-6365-6588  FAX 06-6365-1072

□宮崎県支部（連絡先）
〒880-0023 宮崎市和知川原110-2-809

会長 田原 新一（S.52年法学科卒）
☎ 090-9473-5822

□福岡地区支部（連絡先）
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82

田中恵公認会計士事務所内
事務局長 田中 恵（S.54年経済学科卒）
☎ 092-713-2210 FAX 092-713-2212

法文学部同窓会は、会員数1万9千人を超える組織で、会
員相互の親睦や法文学部への支援を行っています｡同窓会
(本部)事務局を法文学部内に置き関東、関西、宮崎、福岡
の４地区に支部があります。

■鹿児島大学法文学部同窓会（本部）事務局
〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-30 鹿児島大学法文学部内
事務局長 福留 克彦（S.45年経済学科卒）
☎099-250-3211 FAX 099-285-3573
E-mail:dousoukai@leh.kagoshima-u.ac.jp

□関東地区支部（連絡先）
facebook「鹿児島大学法文学部関東地区同窓会」で検索
〒154-0061  東京都世田谷区池尻4-28-21-321

会長 郷原 剛（S.59年経済学科卒）
☎ 090-4831-7752 E-mail:kadai.kanto.2020@gmail.com

受賞者4名と仮
屋会長、松田学
部長。受賞理由
は、裏面「最近
の受賞者」欄を
ご覧ください。

ご 挨 拶

新入生の皆さまへ

鹿児島大学法文学部への入学おめでとうございます。

法文学部の教職員を代表して、お祝いを申し上げると

ともに、新入生のみなさんを心より歓迎いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大により法文学部でも

昨年度は、スクーリング（登校）期間を除きほぼ全て

の授業において遠隔方式での授業が行われました。未だ

収束に向かう兆しはみられませんが、今年度は主に１年

生が履修する講義、少人数の演習・実習を中心に法文学

部が開講する授業のおよそ７割を対面方式での授業とす

ることにしました。昨年度に比べ、学生の皆さんがキャ

ンパス、教室に足を運ぶ機会は増えますが、教室内の消

毒作業、アクリル板の設置、換気用の網戸の設置など、

法文学部として対応可能な感染防止対策を講じています

ので、安心してキャンパスで学んでください。

鹿児島大学法文学部

学部長 松 田 忠 大

令和1年11月16日㈯、城山ホテル鹿児島で開催しまし

た。「鹿児島大学法文学部同窓会教育研究助成基金」派

遣学生人文学科4年(当時)の曽山春樹さん、同3年(同)の

安樂美涼さん2名による体験発表もありました。最後は

第七高等学校寮歌「北辰斜めに」を全員で肩を組み斉唱

しました。なお、令和2年度第68回定期総会は、コロナ

ウイルス感染拡大防止から開催せず、10月16日の第1

回理事会をもって総会決議に代えました。

■第67・68回法文学部同窓会定期総会

■平成30年度法文学部同窓会入会式
及び送別・卒業祝賀パーティー

平成31年3月25日卒業式終了後、ジェイドガーデンパ
レスで約160名の卒業生及び教職員が出席しました。
同窓会入会式では、髙津孝学部長（当時）、仮屋同

窓会長からお祝いの言葉があり、卒業生・修了生を代
表して人文学科の久保花実さんが謝辞を述べました。
3名の同窓会表彰のほか、恒例のお楽しみ抽選会では、
iPadやタブレットPC、JTBギフトカードなどの賞品が
当たり、卒業生は大喜びでした。
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■支部活動報告 （関東・関西・宮崎・福岡）

□関東地区支部
1．鹿児島大学法文学部関東地区同窓会第39回総会

及びフォーラム東京

日時 2019年5月25日㈯ 14：00～18：00

場所 ワテラスコモンホール

（東京都千代田区神田淡路町）

2．第59回日本寮歌祭

日時 2019年8月4日㈰ 11:00～

場所 ホテルラングウッド（東京・日暮里）

3．その他

三州倶楽部(年3回程度開

催)、鹿児島市校友会

(2020年1月11日)などの

関係先研修会、交流会等

への会員参加

最近の受賞者

平成２８年度(第９回)

伊達 涼太 ドットジェイピーインターンシップ事業部の鹿児

島支部代表

宮川湧太郎・杉山恵介

鹿児島大学弓道部のメンバーとして２年連続

全国大会でベスト４

赤坂 優太 鹿児島大学ラグビー部のメンバーとして２年連

続、全国大学地区対抗戦で準優勝

平成２９年度（第10回）

長田 将幸 第67回全国地区対抗大学ラグビーフットボール

大会で準優勝

一ツ木友輝 平成29年度春季九州国公立大学ソフトテニス

シングルスで優勝

本村 亮 フットサルKOBECUP「学生リーグ」全国ラウンド

で準優勝

平成３０年度（第11回）

西村 湧征 2016年度全日本大学弓道大会団体戦ベスト４

・2018年度九州学生選手権個人戦優勝

淵之上功介 第１回かぎん未来創造プランコンテストで「空き

家ゼロ段階活用事業」がアイディア部門特別賞

福岡 瑠青 2017年度九州国公立大学水泳選手権100ｍバ

タフライ優勝・2018年度鹿児島県水泳選手権

50ｍバタフライ準優勝

令和元年度（第12回）

久保田 亘 認知症の予防及び認知症罹患後の地域にお

ける生活支援

木田 夕菜 平成28年第33回NHK全国大学放送コンテスト

の朗読部門準優勝ほか

令和２年度（第13回）

宮脇 由羽 研究科在籍中に税理士試験に最終合格

堅島敢太郎・栗田 尚弥

鹿児島大学ラグビー部のレギュラーとして第71

回全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会

で準優勝

平川 陽 柔道で国際貢献、講道館の「自他共栄賞」

■法文学部同窓会表彰

在学中に学業や課外活動に関して顕著な成績を残し

た個人及び団体を表彰する「法文学部同窓会表彰制

度」を設けています。表彰は毎年３月の同窓会入会

式で行い、表彰状及び記念品を授与しています。

□宮崎県支部
鹿児島大学法文学部同窓会宮崎県支部総会

日時 2020年１月25日㈯ 17：30～
場所 ホテルメリージュ（宮崎市）

□福岡地区支部
鹿児島大学法文学部同窓会福岡支部第6回同窓会

日時 2019年10月12日㈯ 18：30～21：00

場所 八仙閣本店（福岡市博多区博多駅東）

宮崎県支部 福岡地区支部
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□関西地区支部
鹿児島大学法文学部関西地区支部同窓会総会

日時 2019年11月9日㈯ 13：00～16：00

場所 大阪弁護士会館904号室（大阪市北区西天満）

■法文学部同窓会教育研究助成基金事業

法文学部同窓会では、創立50周年記念事業と

して「法文学部同窓会教育研究助成基金事業」を

平成28年から6年にわたり実施しています。690

万円を基金に、法文学部学生・教員の①海外学生

派遣②国内島嶼フィールド学生派遣③教員研究書

籍上梓―の活動について助成しています。

海外学生派遣助成

年度
人
数

派遣地
学科・
専攻

助成金
(円)

派遣先ほか

28年 2カンボジア・
タイ

臨床心理
学

84,510 ＪＩＣＡ事務所

29年 11フランス、韓
国、カナダ、
ドイツ

法政策、
経済情報、
人文

1,276,640 パリ心理カウンセリングセ
ンター、釜山・済州・釜慶大
学校、ヴィクトリア大学、
ミュンヘン大学

30年 31カナダ、アメ
リカ、フランス、
ドイツ、スロ
ヴァキア、ス
ウェーデン、
スペイン、ブ
ラジル、タイ、
中国

法政策、
経済情報、
人文、地
域政策科
学

839,000 ヴィクトリア大学、ソノマ州立大
学、サンノゼ州立大学、ボル
ドー・モンテーニュ大学、レンヌ
第2オート・ブルターニュ大学、
ルートヴィヒ・マクシミリアン大
学、オルデンブルク大学、スロ
ヴァキア農業大学、リンシェ―
ピン大学、バレンシア工芸大学、
アマゾナス連邦大学、カセサー
ト大学、チェンマイ大学、ブー
ラーパー大学、清華大学

元年 32カナダ、イギ
リス、オース
トラリア、スロ
ヴァキア、フ
ランス、タイ、
シンガポール

法政策、
経済情報、
人文、人
文社会科
学

888,000ヴィクトリア大学、シドニー工科
大学、ニューイングランド大学、
スロヴァキア農業大学、レンヌ
第2大学付属語学学校、カセ
サート大学、鹿児島県人会、
ファンデンプライマリースクー
ル、エバットヒプライマリース
クール、キャンベル高校

2年 0 0

計 76 3,088,150 

国内島嶼フィールド学生派遣助成

年度
人
数

派遣地
学科・
専攻

助成金
(円)

派遣先ほか

28年 8甑島・与論島人文、経
済情報

103,840 第3回国際ワークショップ、与
論町役場、徳之島町役場

29年 0徳之島 50,000 前年追加助成

30年 1種子島・屋久
島

人間関係
文化論

5,000 現地調査

元年 0 0

2年 0 0

計 9 158,840 

合計 85 3,246,990 


