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変貌していく母校、
そして同窓活動
さわやかな秋風が吹く季節、
皆様におかれましてはご健勝のこととお
慶び申し上げます。

の取り組み等を報告致します。
私たち同窓
生の意見や気持ちが、
母校の発展に繋がる

さて、
母校の 滑走路 と聞いて、
皆さんはどこを思い浮かべますか？そ

大切な集まりです。
今回は、
在学生に同窓活

うです、
大学の門から一直線に伸びる道の事です。
今でもそう呼ばれて

動を知って頂くことを目的に、
また、
同窓生が

いるのかわかりませんが、
私が在籍していた頃は、
教職員の方々を含め、

大学に来て楽しんで頂けるよう、
学園祭の日

あの一本道を 滑走路 と呼んでいました。

に総会を行います
（10月31日）
。
是非足をお

半年くらい前になりますが、
そこを通っていると大規模な工事が行わ

長崎国際大学

悠和会

会長 折原賢児

運びになり、
学園祭での様々なパフォーマン

れていました。
また工場か何かが建つのかなと思い尋ねてみると、
母校

スや模擬店でのお食事をお楽しみ下さい。
そして、
総会にご参加頂き、
同

の野球場が建設されているとの事でした
（現在竣工）
。
さらに、
夜遅くまで

窓活動に対するご意見等をお聞かせ下さい。
懐かしい話しはもちろん、

学生が利用できる、
教育支援センターもできた事を知り、
少しずつ変貌

私たちが母校に、
在学生にできることもお話しできればと思います。

していく母校を感じました。
今年は、
2年に一度開催される同窓会総会があり、
新たな活動に向け
ての節目の時でもあります。
総会では、
これまでの活動内容やこれから

秋の気配が漂い始め、
季節の変わり目ですので、
お身体を大切にな
さって下さい。
同窓生の皆様とお会いできることを楽しみにお待ちして
おります。

朝夕の風に冷たさを感じ、
鰯

学校女子バレーボール部がインターハイで優勝する

雲が秋到来を思わせる季節と

など、
本学園の活躍が目立つ秋です。
10月31日・11月1

なりました。
卒業生の皆さんお

日には恒例の開国祭が開催されます。
卒業生の皆さん

元気でお過しですか。
この同窓

も是非お越しいただき、
一碗の茶も楽しんで下さい。

会誌を見て頂き、
しばし大学時

大学の発展ならびに充実は、
常に同窓生を見据え

代の事を思い返して下さい。
今年、
長崎国際大学は15年

学校法人 九州文化学園 理事長
長崎国際大学 学長

安部

直樹

たものです。
母校が発展し、
母校がよりよい大学にな
ることが同窓生の誇りにもつながります。
私達は、
卒

目、
学校法人九州文化学園は

業生の活躍を目にし、
耳にしますと無性に嬉しくなり

70年を迎え、
来る11月7日にはアルカスＳＡＳＥＢＯ

ます。
母校が元気なことを知ると、
皆さんもまた嬉し

にて、
記念講演にはテレビでおなじみの草野 仁氏

く感じられることでしょう。
しかし、
人口減少、
地方の

お招きし、
盛大な70周年記念式典を行います。

過疎化など、
大学にとっては厳しい未来が待っていま

今年6月に硬式野球のグラウンドが完成しました。

す。
同様に、
皆さんの人生も嬉しい楽しいことばかり

人工芝の青さが鮮やかで、
8月のオープンキャンパス

でなく厳しく辛いことも待っていることでしょう。
だ

時の野球部セレクションには、
多くの高校生が参加し

から常に努力しなくてはいけませんし、
前向きに希望

てくれました。
また、
7月の世界大会において、
日本代

を持たなければいけないのです。
母校と皆さんが切磋

表アーチェリー競技のリオデジャネイロオリンピッ

琢磨し、
共に手を携え合って進みたいものです。
大学

ク出場が決まり、
3名の代表の中に国際観光学科4年

は、
いついかなる時でも皆さんの応援団です。
皆さん

の永峰沙織さんが選ばれ、
長崎県で最初のオリンピッ

が健康で素晴らしい人生を歩まれますことを祈って

ク選手となりました。
また、
付属の九州文化学園高等

います。

出る月を待つべし

成していくことでしょう。
しかし、
「伝統｣を形成するということは、
決して旧来
のものにこだわり、
頑なにそれを守るということではあ

悠和会の皆さん、
元気にご活

りません。
むしろ新たなチャレンジの連続こそが、
底光

躍のことと思います。

りのする本当の
「伝統」
にとって不可欠なのではないで

秋もたけなわ、
深い青空に清

しょうか。
それはまた皆さん一人一人の生活において

涼な空気がみなぎり、
物すべて

も同様だと思われます。

豊熟の時をむかえています。
今
年も昨年に引き続き天候不順
の夏でしたし、
さまざまな災害

江戸時代中期の儒学者である中根東里は、
「出る月を
長崎国際大学
人間社会学部長

木村 勝彦

待つべし。
散る花を追うことなかれ」
と述べました。
花は
確かに美しく、
いつまでも惜しんで愛でていたいもの

や悲惨な事件がありました。
気

ですが、
散る花を追い続けていては人生に進歩はあり

の滅入ることも多い時世ですが、
実りの秋にはその

ません。
日が沈んだ後、
東の野に立ち上ってくる月を待

実りを楽しみたいものです。

つ態度であってこそ、
新たな歩みを踏み出すことが可

今年は九州文化学園の創立70周年にあたり、
11月

能になるのかもしれません。
長崎国際大学は
「出る月」

7日に記念式典が挙行されます。
母体である学校法人

を待ち続けることによって、
今後とも皆さんの誇り得る

の長い歴史を祝うと共に、
その歴史を長崎国際大学

ような
「伝統」
を築いていくものと確信しております。

という舞台で築き上げた卒業生の皆さん一人一人

悠和会の皆さんのご健康と益々のご活躍を、
懐かし

に、
心からの感謝を申し上げたいと思います。
この築

きキャンパスから祈っております。
そして、
長崎国際大

き上げられた歴史を
「伝統」
と呼びますが、
今後益々

学の歩みに温かなまなざしを向けて下さいますよう、

私たちの長崎国際大学は輝かしい
「伝統」
の流れを形

宜しくお願いいたします。

同窓会総会のご案内
同窓会総会を下記の日程の通り開催致します。卒業生同窓会会員の皆様、
お誘い合わせの上ご参加
下さい。この日は、大学祭も行われておりますので、
是非楽しんで行っていただければと思います。

総会

日時：平成27年10月31日㈯ 17時〜
場所：3303教室

長崎国際大学同窓会沖縄支部より
沖縄支部では、年間行事として年に 1
度保護者会への参加と、在学生と卒業生
の交流を深めるためにビーチパーティー
を開催しています。沖縄保護者会では、大
学より各学科の先生方が沖縄まで出向き、
在学生の保護者と懇談する保護者会があ
ります。
その保護者会に、同窓生として沖縄在住

の卒業生も参加します。そこで、運営のサ
ポートなどを行っています。
また、9 月にはビーチパーティを開催し、
卒業生と在学生が集まり毎年大盛り上がり
です。今年は 9 月 13 日に開催し大盛況で
した。
沖縄支部では、長崎国際大学との繋がり
を大切にし、大学の発展を願っています。

9 月 13 日 ( 日 ) に昨年に引き続き第 2 回

参加してみませんか？皆様の参加をお待ちし

目の同窓会沖縄支部主催のビーチパーティー
人間社会学部社会福祉学科3期生
を開催しました。

ビーチパーティーでは
BBQ やスイカ割りな
橋之口
裕太
どをしながら多くの卒業生や在学生、大学か
ら来ていただいた先生方と交流することがで
きました。
ビーチパーティー開催にあたり協力いただ
いた同窓会の皆様や大学事務の先生方、沖縄
支部の役員に感謝し今後もビーチパーティー
などの卒業生同士や卒業生と在学生の交流を
続けていきたいと思います。
まだ参加したことのない沖縄出身の卒業生
の方や沖縄在住の卒業生の方も機会があれば

ております。

長崎国際大学 同窓会
沖縄支部長 亀谷 匡

長崎国際大学近況報告
夏休みも終わり、実習や研修に参加した学生が、

を目指してスタートしました。

一回り成長して帰ってきました。

今年行われた、8 月のオープンキャンパスでは、硬式

その顔を見ると自信と希望に満ち溢れた表情をして

野球部合同練習会としてセレクションを行い 85 名の

いました。さて後期は様々なイベントがあるため、

高校球児が集まりました。

学生も楽しい学生生活の思い出になることでしょう。

来年は部員も増えさらに活

今年、長崎国際大学に硬式野球部が創部されまし

気づく野球部の活躍にご期

た。大学のすぐ横に人工芝の野球場が完成し、部員

待ください。

は選手 16 名、マネージャー 2 名から全国大会出場

2016年リオデジャネイロオリンピック出場決定！
平成 27 年 7 月 26 日から 8 月 2 日までデ
ンマーク・コペンハーゲンで行われたアー
チェリー世界選手権 2015 において、永峰
沙織さん（国際観光学科 4 年）が日本代表
として出場し、見事に女子団体で 4 位に入

で行われるオリンピックに日本女子代表と
して出場することが決定しました。アーチェ
リー部創部以来、初めてのオリンピック選
手です。永峰選手の今後の活躍が期待され
ます。

賞。2016 年にブラジル・リオデジャネイロ

同窓生の皆様応援よろしくお願いします。

！学校法人九州文化学園70周年記念
祝！

学校法人九州文化学園は、今年で 70 周年を迎えます。
昭和 20年12月、
創立者の安部芳雄先生により長崎県佐世保市に誕生し、
以来、
70 年という
歳月を刻んできました。

沿革
・
・九州文化学院創立
昭和 20 年12 月・
・
・財団法人九州文化学院設置認可
昭和 22 年２月・
・
・学校法人九州文化学園へ組織変更認可
昭和 26 年２月・
・
・九州文化学園創立 50 周年
平成７年 11 月・
・
・長崎国際大学設置認可（人間社会学部／国際観光学科・社会福祉学科）
平成 11年 12 月・
・
・長崎国際大学開設 第１回入学式
平成 12 年４月・
・
・長崎国際大学 健康管理学部（健康栄養学科）開設
平成 14 年４月・
・
・長崎国際大学大学院修士課程（人間社会学研究科）開設
平成 16 年４月・
・
・長崎国際大学薬学部（薬学科）開設
平成 18 年４月・
長崎国際大学大学院修士課程（健康管理学研究科）開設
長崎国際大学大学院博士後期課程（人間社会学研究科）開設
・
・長崎国際大学大学院博士課程（薬学研究科）開設
平成 26 年４月・

同窓会の皆様、こんにちは！
第16回開国祭実行委員長の原口晴圭で
す。
少し涼しくなった風が、
今年も開国祭の
季節がやってきたことを感じさせます。
先
輩方が築き上げてこられた開国祭も、
皆様
のおかげで16回目を迎えることとなりま
した。
今年のテーマは
「彩−irodori−」
です。
一
人ひとりはそれぞれ違う
「色」
を持っていま
す。
色と色が合わさることで新しい色が生
まれるように、
お越しくださるたくさん
方々、
開国祭にかかわる全ての皆さんに、
この開国祭でたくさんの
「人」
に
「感動」
に出
逢ってほしい、
楽しんでほしいという思い
で実行委員一同励んでまいりました。

今年の開催は
10月31日
（土）
、
11月1日
（日）
と
なっております。
第16回 開国祭実行委員長
昔を懐かしむと
原口 晴圭
ともに、
新しい開
国祭を、
学生・教職員の活気あふれる姿を
ご覧いただきたいと思っておりますので、
ご家族・ご友人とぜひ開国祭へお越しくだ
さい。
学祭という1枚のキャンバスを、
みな
さんの色と出会いの色で
「彩」
ってくださ
い！！
最後になりますが、
今後とも開国祭への
ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

「熱血政治家めざします」
人間社会学部社会福祉学科3期生

橋之口

裕太

同窓生の皆様におかれましてご健勝
のこととお喜び申し上げます。

持ち合わせていませんでしたので「無
謀だ」
「必ず落選する」という厳しい
意見もありましたが、
「勇気を出して
一歩を踏み出す」ことや「チャレンジ

さて、私は大学卒業後９年間勤務さ

する」ことの大切さについて身をもっ

せていただきました九州文化学園高校

て実践できたことは、教え子たちへ最

を３月末で退し今春実施された佐世保

高の授業ができたのではないかと考え

市議会議員選挙に最年少候補者として

ています。

立候補させていただき、お陰様で当選
させていただきました。
立候補にあたり、
「地盤（後援組織）
」
「看板（地名度）
」
「鞄（お金）
」とい わ
れる選挙に必須といわれるものは一切

これからは熱血教師ではなく、熱血
政治家として、政治への失望を希望へ
変えることができるよう、日々精進し
て参ります。

母校の近況
平成27年度 学生の主な活動成績
テニス部

アーチェリー部

九州学生春季テニス選手権大会

世界選手権大会リカーブ部門最終選考会

平成27年5月14日〜 24日

●女子個人

準優勝

九州地区大学体育大会
平成27年6月20日〜 21日

●女子団体
●男子団体

準優勝
ベスト8

ゴルフ部

西日本新聞社杯争奪九州学生ゴルフ選手権大会
平成27年4月28日

●男子個人

優勝

ダンロップ2DAYS九州学生ゴルフ選手権

平成27年4月3日〜5日

●女子個人

準優勝

全日本学生アーチェリー王座決定戦
平成27年6月20日〜21日

●男子団体
●女子団体

4位
準優勝

ソフトテニス部

全九州学生ソフトテニスリーグ戦大会
平成27年5月2日〜 6日

●女子団体2部リーグ

優勝
（1部リーグ昇格）

平成27年5月30日〜 31日

●男子個人

2位

九州学生ゴルフ選手権秋季連盟杯
平成27年9月2日〜4日

●男子団体

優勝

空手部

全九州学生空手道選手権
平成27年5月17日

●男子形 第3位
●女子形 準優勝 第3位
●男子組手 第3位
●女子組手 準優勝 第3位

全日本学生空手道選手権大会（東西対抗戦）
平成27年7月5日

●男女組手2回戦敗退、
男女形予選敗退
●東西対抗戦女子個人勝利 西軍敗退

女子バレーボール部

西日本バレーボール大学女子選手権大会
平成27年6月25日〜28日

●ベスト16
男子バレーボール部

春季リーグ鹿児島大会
平成27年5月14日〜17日

●2部優勝
（1部昇格）
駅伝部

西日本学生陸上競技対抗選手権大会
平成27年6月5日〜 7日

●男子10000m

7位

