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校友会からのご挨拶

　

愛産大 NEWS & TOP ICS

　爽秋の候、校友会会員の皆様も、ますますご健勝のことと申し上げます。
新しく校友会の会員となられた皆様を歓迎いたします。今年ご卒業された
卒業生の皆様は正会員として、４月に入学された在学生の皆様は準会員として、
ご新任の教職員の先生方は特別会員として、校友会の会員です。
校友会とは、卒業生の有志が中心となり、大学と協力しながら運営している、
いわゆる同窓会組織のことです。会員相互の親睦と母校である大学の発展
に寄与することを目的に活動を続けています。
　日本の大学は18歳人口の激減に際して改革の必要に迫られています。
私たちの母校も例外ではありません。私たち卒業生は、日々の働きや活動に
よって、母校の様々な価値を社会に浸透させていますが、卒業生の精力的な

活動や、良い働きをうわさに聞くことがあります。これらは、もっと目立ち、
誇ってもいいのではないでしょうか。ぜひ情報をお寄せください。今年度の
校友会では、「愛知産業大学造形学部　教員と卒業生による研究・制作展」

（愛知県芸術文化センター10月17日-22日）に協力いたしました。有志の教員
と卒業生による展示ですが、社会の評価を受ける機会となることに期待します。
これからも、校友会に何ができるのか、方策を話し合い、形にしていく機会を
用意いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
　校友会のサイト（http://www.asu-mate.com/）、Facebook「愛知産業
大学校友会」をご覧ください。会員の皆様のご参加、ご提案、ご意見、ご協力
をお待ちしております。

先生方の
異動情報

■ 退　職

■ 新　任

米村まろか……………………造形学部 / 准教授
大濱慶和………………………経営学部 / 教　授
熊谷正信………………………造形学部 / 教　授

伊藤庸一郎………………… 造形学部 / 教　授
平宮正志………………………造形学部 / 准教授
丸山　宏……………経営学部 / 学部長　教　授

野々山 隆幸…………経営学部 / 学部長  教　授
簗瀬　歩………………………経営学部 / 准教授

山﨑方義………………………経営学部 / 教　授
建部貴弘………………………経営学部 / 准教授
秋田美穂………………………造形学部 / 准教授

退任された先生方、在任中の熱心なご教授ありがとうございました。感謝の気持ちを込めて紹介させていただきました。

同好会一覧

【スポーツ系団体】

【 文 化 系 団 体 】

●バスケットボール　●フットサル　●軟式野球　●バドミントン　●ボウリング　●ラグビー　●ダンス　

●軽音楽　●現代視覚文化研究　●漫画研究　●紙ねんDo 好会　●建築　●教職・公務員研究会  ●地域振興研究  ●カードゲーム　●創作活動　
●アーキテクチャーコンペティションチーム　●旅行　● JAZZ　●デジタルコンテンツ製作　●ヲタ芸　●大学生活支援

【クラブ・同好会活動 平成27年度実績 】

■女子柔道部
東海学生柔道夏季優勝大会………………団体3位
熱田神宮奉納柔道大会……………………団体3位
国民体育大会 成年の部 東海地区予選…補欠1名
東海学生女子柔道体重別選手権大会…4名出場・57kg 級2位
全日本柔道体重別選手権大会……57kg 級1名出場
東海学生冬季優勝大会……………………団体3位
みんなで柔道 礼法と受け身のコンテスト…最優秀高柳喜一賞

■男子バレーボール部
第141回・東海大学バレーボール春季リーグ・2部
……………………………………2勝5敗・2部残留
第142回・東海大学バレーボール秋季リーグ・2部
……………………………………4勝3敗・2部残留
第11回・愛知県大学 春季リーグ…1部・0勝4敗、2部降格
第12回・愛知県大学 秋季リーグ…2部・2勝2敗、2部残留

■硬式野球部
愛知大学野球連盟 春季リーグ戦……1部・6勝8敗、1部残留
愛知大学野球連盟 新人戦…………………1勝1敗
愛知大学野球連盟 秋季リーグ戦…1部・6勝7敗、1部残留

■スキー部
東海学生基礎 ス キ ー 選手権大会 …5種目出場
愛知学生スキー技術選手権大会………………出場

■アーチェリー部
第27回全日本学生アーチェリー東日本大会…個人（男6位、女8位）
第55回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦…団体6位
第51回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦…団体5位
第55回全日本学生アーチェリー個人選手権大会………
…………………………………男1名決勝ラウンド進出
第29回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会…RC（男7位）
第58回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会……RC（男9位）
第17回全日本学生アーチェリー 室内個人選手権大会
…………………………………………RC（男3位、女8位）

※10位以内を紹介



04 05

愛知産業大学を卒業生が盛り上げよう
来たる2018年の18歳人口激減を目前にして、我われ母校も、改革の必要性に迫られています。校友会はこれからの   母校のために、卒業生として何ができるかを真剣に考え行動を開始します！！卒業生の皆様、力を貸してください！！！

We  are  Made in ASU!

NO GRADUATE, NO ASU!

建築・デザイン・経営と幅広い分野で、地元岡崎で、日本中で、こんな仕事をしてい
る、役員になっている、起業した、お店を造った、有名になっている。などなど…「ASU
卒業生は、こんな所で、こんな仕事をしています！」大きなプロジェクトから、身近な制
作物まで、卒業生を通して、ひろく愛産大を知ってもらおう！

学生募集につながる学内・学外活動を母校の各学科と卒業生がコラボレーション。
また、そのコラボ事業費全てを、校友会から出資します。他では真似のできない、愛
産大で学び、社会に出て現場で働いている卒業生だからこそ可能な母校を宣伝す
る大きな力にしたいと考えます。

愛知産業大学校友会では後援事業として、卒業生数名が主催して自主的に行うグルー
プ展や、卒業生を対象とした講演会、研修会、非営利事業などの企画に対して、ある程
度の費用を支援します。ただし、校友会の後援事業として適切であるか審査を行います。

造形学部、両学科退職・非常勤も
含め、卒業生とのコラボ作品展を学
外の会場で実施します。母校を内・
外部へPRし、教員と卒業生・在校
生の交流を深め、大学の新たな伝
統を築いていくことを目的とします。

（会場費用を校友会から出資）母校で同窓会を開きませんか？ 日程、人数、企画内容な
どの条件に達すれば、校友会から同窓会開催費用の支
援をします。同窓会幹事の方は是非ご相談ください。

はんだ山車まつり de
子ども向けワークショップ

2017年10月8日（土）・9日（日）
半田市「第八回 はんだ山車まつり」

2017年10月17日（土）〜22日（日）愛知芸術文化センター12階・G/H 室

出身高校と現在の職業を記入した
OBTシャツを着用して、

「 私、愛産大卒業生です」をアピール！

愛産大のキャラクター作成

はんだ山車まつり実行委
員会をはじめ、4名の卒業
生が、子ども向けのワーク
ショップを行います。校友
会は、後援として経費の
一部を支援します。

大人原山祭で無料配布のOBTシャツを着て、愛産大
を宣伝してください！

造形学部と卒業生のコラボ。
デザイン学科卒業生に大学に
住んでいる猫や野ウサギの立
体キャラクターを制作してもらい
ました。（製作費用を校友会か
ら出資）今後、このキャラクター
を使用していろいろな大学グッ
ズに展開をして行くそうです。

申請方法や申請に必要な書類は、下記アドレスにお問い
合わせください。連絡先 ： info-koyu@asu.ac.jp

校友会顧問ご挨拶

造形学部・デザイン学科
林 羊歯代

経営学部・総合経営学科
木村 秀幸

■ 卒業生の活動を支援します！

教員と卒業生による研究・製作展

■ 同窓会を支援します！

後援の申請方法

予告

予告

事例

事例

　校友会の皆様、こんにちは。2017年より顧問に就任しました林羊歯代
（デザイン学科）です。愛知産業大学が開学した1992年に、ここの教員となり
ました。1期生と新米教師だった私との年齢差は一桁、何かを教えるというよ
り、教えられることが多い日々でした。その頃の卒業生も含め、校友会組織
を支えているのは頼もしい役員の方々です。顧問とは、彼らの活動を脇で見
守り、卒業生と大学を繋ぐパイプ役となって会の活動を盛り上げていくことだと
思っています。任期初年に、まずは皆様にご挨拶申し上げます。
　さて、校友会では今年度も多様な企画が立ち上がっているようです。顧問
になりますと役員のメーリングリストによって、卒業生からの後援依頼申請等も
見えるわけで、最近、卒業生グループが校友会名を掲げて、ある地域のお祭
にワークショップを出店する情報が入ってきました。「子どもの創造力をかき立
てる自由度が高く、価値あるモノづくり体験を提供する」とのこと。メンバーを見
ますとワークショップのブースの明るく楽しげな情景が目に浮かびます。彼らが
今でも、ユニークでチャーミングなオブジェを創り、確かな画力と美しい色彩の
イラストレーションを描いているのを知っています。だから「価値あるモノづくり」
という言葉に、子ども相手のお遊びではなく本格的な材料や道具を使った意
欲的なワークショップにするのだという意欲を感じました。校友会がこうした卒
業生の活動を資金面で支援していることを、今回私は初めて知りました。
すばらしい支援体制のことを、皆様にももっと知っていただければと思います。
　最後に、今回初の試みである教員と卒業生による合同作品展や、卒業生
も多く集まる大学祭にぜひお立ち寄りいただきたく、お願い申し上げます。

　2016年4月から校友会顧問を務めています経営学部の木村秀幸と申します。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。　　　　　
　私は、愛知産業大学が開学した1992年4月に造形学部の教員として就
職し、経営学部が創設された2000年4月に経営学部に移りました。愛産
大の２つの学部のいずれにも所属経験があり、さらには教養科目の授業を
ずっと担当しているという形で、両学部の学生と接点を持っている珍しい存在
ではないかと思っています。このためか校友会の役員会に出席すると、知った
顔が多く、同窓会に出席しているような気持ちになります。
　本誌等を通してご存知のことと思いますが、現在の愛産大は、在学生が
コンペで入賞したり、強化指定部が良い成績を収めるなど社会から高い評価
を受けています。これも卒業生の皆さんのご支援のお陰と感謝しています。
　先生が何人か集まり卒業生の近況について話をすることがあります。そん
な時驚かされるのが、先生の記憶の確かさです。話題の卒業生の学生時代
のエピソードが次から次に飛び出してきます。ゼミの先生が退職してしまった
ので、自分のことを覚えている先生はいないなどと思っていませんか？ そんなこ
とはありません。愛産大の先生は皆さんのことをよく覚えていますよ。
　現役世代真っ只中の皆さんには、大学に足を運ぶ余裕はないかもしれませ
んが、校友会の会報誌を手に取った機会に大学時代の友達や先生に連絡
をとってみてはいかがでしょうか。

！！
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今年も愛知産業大学の大学祭＝原山祭が開催されます。毎年テーマを設け、地域の方 や々来場者から親し
まれる大学祭を目指し、様 な々イベントに力を入れています。模擬店投票や子供向けものづくり体験、大人気
ビンゴゲームなど、参加型イベントが多数催されますので、ぜひ一緒になって楽しみましょう。また学内の装飾
にも注目です。詳細については、愛知産業大学の web サイトにてお知らせいたします。
ＵＲＬ▶ http://www.asu.ac.jp/

原山祭
実行委員より

2 0 1 7

25

11/ 11/4 5S A T S U N

11/5

11/5

11/4

11/4

校友会では毎年原山祭にて、卒業生同士の親睦促進や、在学生・大学との交流を目的に「卒業生がたまれる場所づくり」を企画しています。
気心の知れた同窓生や先生とお話する場にご利用いただき、原山祭に足を運んでいただきますようお願いいたします。遠方から来られる卒
業生の方々には、宿泊ホテルなどの案内もあります。　　　　　　　　　　　　　　  　　    ※内容は一部変更になることがあります。

お子様連れの卒業生も原山祭を
ゆっくりすごせるよう、子供と楽しめ
る遊びや遊具をご用意。

撮影コーナーや寄せ書き、写真貼り付け、
卒業アルバム閲覧コーナーなどをご用意。
先生と一緒に、同窓生同士、大学の思
い出と再会の記念を作ってください。

創る・作るをコンセプトに卒業生が運営す
る体験型ワークショップ。野菜の販売、
革細工や足つぼ、Ｔシャツ手刷り体験等
ができます。

多彩な業種で活躍する卒業生の”
今”を伝える作品展。飲食業や販
売業の「作品」もあります。

校友会のPRや活動報告、役員の募集をします。毎年頑張って
いる卒業生役員に、エールを送ってください！

今年は40歳（W成人式）を迎
える7期生、8期生を中心に校
友会主催の大同窓会を開催
します。食事会、先生方と卒業
生のスピーチ、余興、写真撮影
など卒業生同士の親睦、大学

との交流を深めるイベントをご用意。会費無料！アルコールOK！
差入れ大歓迎です！

愛産大を卒業し、社会で活躍するクリエー
ターを講師として呼び、在学生、卒業生、
来場者を対象とした授業を開催します。

校友会総会の最後、ステージ
に卒業生を集めて記念撮影
をします。校友会webサイト
や、次回会報誌に掲載。卒
業生の皆様、お集まりください！

■ 日　 時╱11月4日（土）・11月5日（日）両日開催  10:00〜18:00（一部22：00）
　 設　営╱11月3日（金）9：00〜22：00　撤　去╱11月5日（日）17：00〜22：00 ※設営・撤去のボランティア募集中！
■ 場　所╱愛知産業大学  コミュニティホール1階 コミュニティホール前 バスロータリー

ホームカミングデイ

12：00〜 共有ステージ

校友会総会
19：00〜 コミュニティホール1階

先輩と話そう
（夜部）

12：00〜共有ステージ

集まれ！卒業生記念撮影

運営スタッフ・出展者募集

一人でも、卒業生のグループでも、モノ・コト問わず楽しい展示を実現しましょう。在学
生・先生・卒業生同士のコミュニケーションやコラボレーションの場にも、お役立てくださ
い。概要詳細および、エントリーは校友会webサイトまたはFacebookにて案内します。

PC / 携帯共 通 facebook 検索http://www.asu-mate.com 愛知産業大学校友会

19：00〜22：00　コミュニティホール1階
大同窓会 OPEN/18:00

10：00〜18：00 コミュニティホール1階
コミュニティホール前 バスロータリー

11/4 5

大人原山祭で無料配布のOBTシャツに「出身高校」と「現在の職業」を
記入して着用し、「私、愛産大卒業生です！」をアピールしてください。

We are Made in ASU!

家族も友達もウェルカム！

ハラヤマ縁日

卒 業 生作 品 展

体 験ワークショップ

記念作りコーナー

どうぞ！

サイコー！

恒例の

ぜひぜひ
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OB 通信 |  卒業生の声

　2016年10月20日のドラフト会議で「平松克典」
の名前が読み上げられました。うれしかったですね。
夢を実現し、埼玉西武ライオンズの投手として、25番
の背番号をつけたユニホームを着ることができました。
　野球を始めたのは小学校時代。兄と一緒に遊ぶ
感覚でした。家族も野球が好きで、ナゴヤドームで
観戦したり、プロ野球のテレビ中継を見たりする中
で、いつかはあのグラウンドに立ちたいと思うように
なりました。小学校２年時には浅野少年野球クラブ、
中学校では愛知江南ボーイズに所属していましたが、
目立った成績もあげられず、子どもながらにプロ野球
は甘い世界ではないことを知って、あきらめたことは
何回もありました。体が細かったですからね。
　飛龍高校時代は、寮でも合宿でも量を食べること
で体力づくり。きつかったですね、トレーニングより。
食事の時間が大嫌いでしたが、おかげで体も大きく
なり、プロや社会人への道も見えてきました。
　そんな僕を熱心にスカウトしてくれたのが、愛産大
の青山正克監督。「プロに行きたい」という僕の話に
耳を傾け、「俺が何とかする」と。ほかの大学かからも
誘いが来ていましたが、監督の熱さに押され、入学を
決めました。
　大学の練習が一番厳しかったですね。春休みの
グラウンドは風が吹きっさらし。寒さからの逃げ場も
ない。青山監督も社会人野球の経験がありますから、

「そんなんじゃできない、甘えるな」と何度も言われ

ました。就職するにしろ、野球を続けるにしろ、大学
は最後の進路を決めるところ。練習をしないと、次は
ない。自分は終わるなと痛感しました。ならば、限界ま
で挑戦しようと。
　僕自身の切り札は、変化球。それだけは誰にも負け
たくなかったし、大学でも限界を感じることはなかった。
やっていける自信もありました。監督は勉学にも厳し
い人で、野球と授業だけの毎日。遊ぶ暇もなかったの
ですが、野球部員は全国から集まった元気な仲間ばか
り。よくしゃべり、よく食べ、楽しい日々でした。彼らも
企業の軟式野球部など、何らかの形で野球に関わって
いて、とても大切な盟友です。
　大学卒業後、ホンダ鈴鹿に入団し、夢の一つは実現
しました。しかし、社会人のレベルは高く、「このまま
では野球人生が終わる」と感じた1年目。「自分の生
きる道を見つけろ」との青山監督の一言も転機となり、
それまでの上手投げからサイドスローにフォームを改
造。チームにサイドスローはいなかったので、生きる
道はここしかないと。

「気持ちが強い投手」と評価されることが多い僕です
が、根っからの負けず嫌い。心が折れそうになっても、
寝たら何とかなります（笑い）。
　プロ野球は年間144試合という連戦の場。1年戦
えないと戦力として実力を発揮できないので、タフに
戦える体作りをちゃんとやっていきたいと思います。
チームが勝つためなら、リリーフでも中継ぎでも、役
割にはこだわりません。近い将来、優勝してビールか
けをしたいですね。ぜひ、応援してください！！
　「夢は絶対にあきらめない」。大学生の皆さんに
贈る言葉です、目標を口にして、有言実行あるのみ。
ダメかもしれないと思っても、もう1回頑張ってみる。
その繰り返しの中で、きっと何かが見えてきます。
そんなきっかけは自分で探すこと。青山監督や社会
人時代のコーチの言葉にヒントを得て、フォームを改
造し、プロ入りを果たしたように、人生が変わるきっ
かけはきっとあると思います。ぜひ、一歩踏み出して、
自分の夢をつかんでください！！

平井 克典 さん
（経営学部総合経営学科、2013年卒業 18期生）

夢は絶対にあきらめない！！
転機を乗り越え、西武ライオンズ投手の道へ

1991年12月20日生まれ。一宮市出身。
小学校時代から野球を始め、飛龍高時代は
1年夏からベンチ入りしたが甲子園経験はなし。
愛知産大では3年春に二部優勝。一部では
2シーズンで2勝した。ホンダ鈴鹿では1年目から
日本選手権に登板。2年目夏の都市対抗で
2勝を挙げ、優勝した1994年以来となる8強
進出の原動力となった。2016年ドラフト会議
で、埼玉西武ライオンズより5位指名。「新人
王、最多勝を狙っていきたい」と目標を掲げた。

埼玉西武ライオンズ　投手

■ 2017年度成績       （2017年8月20日現在）

※西武ライオンズwebサイト「選手名鑑」成績に基づく

平井克典・ひらい かつのり

試合数 …………29
防御率 ………0.87
勝　敗……………1
負　数……………0

ホールド…………1
投球回…………31
奪三振…………27
勝　率………1.000
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　ジュン・オソンというペンネームをつけ、イラスト
レーターとして活動を始めたのは、23歳です。愛産大
卒業後、名古屋の制作会社で１年間デザイナーとして
働きましたが、デザイナーはクライアントから青じゃな
くて赤にしてくれと言われたら、よほどの理由がないか
ぎり、変えなくてはいけない。それがすごく嫌だった。
同じ商業ベースでも、イラストレーターなら自分らし
い表現ができるかもしれないと、フリーになる直前に、

「８の字顔」というタッチを考えました。この形は、
イギリスの作家、ジェームス・ジャービスの影響を受け
ています。ナイキやコカ・コーラなどクライアントワーク
を展開する彼の作品には、変わった輪郭のユニークな
キャラクターが登場しますが、僕も彼と同じように変
わった輪郭をタッチとしました。これなら人物でも動物
でもいろんなものに使っていけるなと。自分のＨＰに
作品をアップしたことでフォロワーも増え、ＳＮＳを通
して、大阪の教科書の出版社からカットの依頼や文芸
春秋のデザイナーさんから文庫本の表紙の依頼が来
るようになりましたが、生活するにはギリギリ。食えな
い３～4年間は悩みましたね。この「８の字型」の輪郭
があるから仕事が来ないのか、もう少し仕事がしやす
いタッチがあるのじゃないかと…。そんな時、イラスト
レーターの大先輩、白根ゆたんぽさんが「そのうち仕
事が来るから」と励ましてくれた。その言葉で踏みと
どまったかもしれないですね。
　元々名古屋で仕事をしたかったのですが、名古屋
の広告代理店や制作会社に作品を持ち込んでも良い
反応はなく、知り合いが東京で活動していたこともあ
り、上京しました。とはいえ、バイトとの二足のわらじ。
その状況が好転したのは、愛知県出身の映像作家、
くろやなぎてっぺい君と新海岳人君との出会い。
てっぺい君からはＮＨＫの番組「シャキーン！」のコー
ナー「どこ切る兄弟」のアニメを作ってほしいとの

オファー。反響は想像以上でした。新海君から依頼
された東海テレビの「かよえ！チュー学」もYouTube
で総再生回数4000万回を超えるヒットコンテンツと
なりました。
　現在、鎌倉を拠点に、広告、アニメ、雑誌、書籍、
ＰＶ、Tシャツデザインと幅広く活動していますが、
僕の仕事はアートではなく商業イラスト。クライアント
から青じゃなくて赤にしてくれと言われたら、お題以上
の表現を提案することで、自分を表現し商品が世の中
に広まるのは、デザイナーと同じなのかも。と今にな
ると思います。プロにとって、ギャラは大切な評価。
ものすごく安いのは、納得できないですね。
　中高生時代にCD のジャケットや雑誌のデザインに
憧れていましたが、高校の先生に勧められ、デザイン
を学べるならばと愛産大に入学しました。手書きで
タイポグラフィを作成したり、Ｍａｃの基礎を学んだり、
卒業制作では仮想の広告をテーマにイラストを描いた
りしましたが、それが今につながっています。
　僕の個性は、いい意味で深く考えない柔軟性。上京
する時も、ＳＮＳ経由で仕事依頼を引き受けた時も、
あまり深く考えていない。第一線で活躍された方を見
ていると、やはり柔軟な方が多いようですね。デザイン
を学ぶ学生さんの中には、「かくあれねばならぬ」と
決め込んでいる人もいると思いますが、それでは見え
るものの見えてこない。柔軟である方が世界観に広が
りが出ると思います。
　独立してから10年以上過ぎ、幅広い世代から支持
されるようになりましたが、今後は欧米やアジアなど
広い世界に挑戦したいと思っています。

JUN OSON（ジュン・オソン）さん
（造形学部 産業デザイン学科・2002年卒業７期生） 1979年９月29日生まれ。愛知県日進市出身。

愛知県立日進西高校卒業後、愛産大７期生に。
卒業後、名古屋で1年間の制作会社勤務を経て、
独 立。JUN OSON（OutSider Of Nisshin ＝ 日
進のハグレモノ）というペンネームで、イラストレータ
ーとして活動開始。現在鎌倉を拠点に、幅広く活
躍。愛産大同級生の奥さんと結婚を機に富士山を
登山。それ以来、山歩きは夫婦共通の趣味。お子
さんが生まれた今は、鎌倉のグルメ歩きを楽しむ。

イラストレーター

JUN OSON・ジュン・オソン

８の字型のキャラクターをトレードマークに、
世界の人々から、愛される作品づくりを目指す
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　「自分次第でどうにでも伸びる」。修善寺工業高校
時代の恩師、田中学先生の勧めもあり、愛産大に入学
しました。愛産大第１期生として建築を学んだ田中先
生は、学生の自主性を育む学風を肌で知っていたので
しょう。苦手な建築構造が好きになれたのも先生のお
かげ。教え方もうまかったし、建築の基本となる構造
の大切さがひしひしと伝わってきました。学外の造形
のデザインコンペへの参加を勧めてくれたのも田中
先生。もともと父が建築業で職人さんたちの背中を見
て育っていますので、いずれはこの道へとは思ってい
たのですが、コンペ入賞もあり、意匠系の建築士へと
針路を定めました。
　大学時代の同期は、型破りな個性派ばかり。途方も
ない夢を実現しようと、イベント運営やバイト、部活に
明け暮れていました。そんな同級生をよそ目に、僕の
学生生活は作品作り三昧。泊まり込んで特大の模型
を作り上げたり、学外コンペに挑戦していました。そん
な活動を温かく見守ってくれたのが、製図の授業を
担当していた横山正登先生。アトリエ系の設計事務
所を主宰していた建築家でしたが、先生から「かくあ
らねばならぬ」と建築のイロハを教えてもらったわけで
はなく、すごく抽象的なんですが、「住宅は生活の一部
であり、人生の一部である」と、建築のマインドを学び
ました。横山先生の事務所でのアルバイトも、今に
つながるいい経験。そこに集う大工さんなどから、
手仕事の良さを改めて実感することができました。
　卒業後、浜松の意匠系設計事務所、建築系のアトリ
エで4年間修業した後、実家へ戻り、父が代表を務め
るキネヤ企画設計事務所で働き始めました。主な業務
は在来工法による一般住宅の新築や増改築、リノベー
ションや商店建築など、建築にかかわるすべてです
が、一番こだわっているのが、大工さんの作る木の家。
　豊かな田園風景が広がる中伊豆のような田舎でも、

最近では住宅メーカーで住宅を買うというような手軽
さを選ばれる方が増えていますが、暮らしの豊かさや
耐用年数を考えれば、時間や労力をかけてでもオリジ
ナルな家を作ってほしい。そんなお手伝いをするため
にも、家づくりだけではなく、生活全般について提案
をさせていただいています。中でも目に見えない部
分、つまり構造や材料にはひときわこだわりを見せ、
木の良さをご理解していただくように努めています。
木造建築の耐用年数はコンクリートを超えるといわれ
ていますし、耐震・耐火についても基準をクリア。何よ
りも、天然素材に囲まれた暮らしは、快適ですよね。
　木造建築と並行して注力しているのが、古民家の
移築・再生や古材の再活用です。僕たち家族4人で暮
らすわが家も1年かけて古民家を改修しました。古民
家はこれから新しく生まれるものではなく、減る一方。
そんな潮流に歯止めをかけるという意味でも、再生や
リノベーションを提案しています。最近では解体前に
声をかけて頂ける様になりましたので、古民家の使え
る廃材をストックして、古民家の趣を残しつつ、新築
住宅や商業建築に活用しています。
　僕が目指しているのは、地域に根差した活動です。
地元の天城山の材木を使っていますが、これらの木材
は同じ環境、湿気で生育していますから、乾燥収縮が
少なく、住まいになじむ。そんな地産地消の活動が少
しでも地域活性化につながればうれしいですね。
　建築家として、充実した仕事ができるのも学生時代
に失敗を乗り越え、糧にしてきたからこそ。愛産大で
学ぶ皆さんも、ぜひ失敗を恐れず、やりたいことには
果敢に挑戦して、自分の未来を切り開いてください。

山下　学 さん
（造形学部 建築学科卒・2005年卒業 10期生）

こだわりは伝統工法、大工さんの作る家。
古民家の移築・再生にも情熱を注ぐ。

1982年５月６日生まれ。静岡県伊豆市出身。
静岡県立修善寺工業高校卒業後、愛産大
10期生に。学祭実行委員としてフリマを企画
し、協賛金を募ったことが、現在の地元密着の
活動につながる良い経験に。卒業後は、4年間
の修業を経て、実家が営むキネヤ企画設計事
務所に就職。主な業務は在来工法による木造
建築や古民家の移築・再生など。趣味は家具
や古い車など、アンティークの収集。フリマやリ
サイクルショップめぐりも、オフの楽しみのひとつ。

ＫＩＮＥＹＡ
キネヤ企画設計事務所

山下  学・やました まなぶ
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平成29年度 役員会報告

平成29年度校友会活動報告・計画

平成28年度会計報告

平成29年度校友会予算案 平成29年度校友会  役員・常任役員

平成29年度校友会活動計画

1. 平成29年度常任役員会……………………………2017/5/25
2.平成29年度役員会…………………………………2017/6/10
3. 平成29年度総会……………………………………2017/11/5
4. 校友会会報誌発行…………………………………2017/9/11

「収入の部」
前年度（平成27年度）繰越…………………………¥44,087,522
入会費（平成28年度入学生数+3年次編入学生×¥4,000）
造形学部・経営学部 202名……………………………¥808,000
同窓会費（平成27年度在籍者数×¥5,000）
造形学部・経営学部 769名…………………………¥3,845,000
校友会育英・奨学金返還金 1名……………………………¥25,000
収入の部　計…………………………………………¥48,765,522

「収入の部」
前年度（平成28年度）繰越…………………………¥41,880,566
入会費（平成29年度入学生数+3年次編入学生×¥4,000）
造形学部+経営学部 280名…………………………¥1,120,000
同窓会費（平成29年度在籍者数×¥5,000）
造形学部 +経営学部 886名…………………………¥4,430,000
校友会育英・奨学金返還金………………………………………¥0
収入の部　計…………………………………………¥47,430,566

「支出の部」
会報誌事業費…………………………………………¥2,523,792
校友会Webサイト更新管理費………………………………￥7,662
大学祭事業費……………………………………………¥992,520
同窓会事業費…………………………………………¥1,000,000
校友会学生募集事業…………………………………¥2,088,558
名簿維持管理委託費………………………………………¥54,000
校友会育英・奨学…………………………………………………¥0
学園創立110周年記念事業基金寄付…………………￥100,000
事務費 ……………………………………………………¥118,424
支出の部   計…………………………………………¥6,884,956

「合  計」 
収入の部　計………………………………………¥48,765,522
支出の部　計…………………………………………¥6,884,956
合計……………………………………………………¥41,880,566

「支出の部」
会報誌事業費 …………………………………………¥2,600,000
校友会Webサイト更新管理費………………………¥1,000,000
大学祭事業費 …………………………………………¥1,000,000
同窓会事業費 …………………………………………¥1,000,000
校友会学生募集事業（学科コラボ企画）………………¥3,000,000
名簿維持管理委託費………………………………………¥54,000
校友会育英・奨学金……………………………………￥1,200,000
事務費 ……………………………………………………￥200,000
支出の部　計…………………………………………¥10,054,000

「合  計」 
収入の部　計…………………………………………¥47,430,566
支出の部　計…………………………………………¥10,054,000
合計……………………………………………………¥37,376,566

1.広報事業計画　校友会会報誌、校友会Webサイト、フェイスブック
2.企画事業計画　大学に訪れる卒業生をおもてなしするイベント、同窓会
3.校友会学生募集事業　入学生募集の学科コラボ、自主企画
4.情報事業計画　会員名簿管理、校友会運営サイト運営管理
5.校友会育英・奨学金制度　校友会が育英基金を出資し運営します
6.校友会後援事業　校友会賞の実施　同窓会後援事業の実施

※入学者数、対象者数は平成29年5月集計に基づく

※（新）は新任

（詳しくは校友会 web サイト  http://www.asu-mate.comまで）

役員（正会員）╱常任役員

（1996年）
（1997年）
（1998年）
（2003年）
（2004年）
（2005年）
（2006年）
（2007年）
（2008年）
（2009年）
（2010年）
（2011年）

（2012年）

（2013年）
（2015年）
（2016年）
（2017年）

第 1 期
第 2 期
第 3 期
第 8 期
第 9 期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期

第17期

第18期
第20期
第21期
第22期

門井由佳（産/副会長）、森本達也（産）、田中 学（新・建/相談役）
井原 勇（建/相談役）、菊川岳浩（建）
檀 正宏（産）、 関 辰昭（産）、 廣瀬伸行（産/会計）
前田和寿（産）
森谷 誠（産）、 上村大輔（産/幹事）
鈴木健太（産/幹事）、金刺健太（建/幹事長）、林 一嘉（新・産/参与）
榎本 晋（産/幹事）、山田剛嗣（経/副会長）
水野広大（産/会長）、嘉森大輔（産）、林 亨（産/幹事）
三岡早苗（デ）
菊池多江子（デ）
植松 徹（デ/幹事）、近藤貴樹（デ/幹事）、榊原 翔（建/参与）、滝口小百合（デ）
西田悠真（デ）、鈴木基公（デ）、北井美希（デ）、原田俊司（デ/幹事）、
中曽根奈美（デ）、南 辰也（デ/幹事）、石田謙司（新・経）
鈴木朗文（デ）、秋山侑加（デ）、滝井真菜美（デ）、石田達也（デ）
高橋輝（建）、舩坂僚祐（建）
坂田拡基（デ/幹事）、堀亜由美（デ/幹事）、藤城美里（デ/幹事）
水谷和生（デ）、鈴木摂子（デ）、加藤大地（経/会計監事）
奥土居太一（デ）、吉川せいか（経）、鈴木智子（経）
柴田紗衣（新・デ/会計監事）

役員（特別会員）

理事長（オブザーバー）
学長
大学院研究科長
造形学部長
経営学部長
建築学科長
デザイン学科長
総合経営学科長
事務局長
学生委員会委員長
教務学生部長
学生課長
校友会顧問

校友会組織
広報委員会
企画委員会
情報委員会

…新・小林栄三理事長
……………………………堀越哲美 先生

　　　………………石川　清 先生
……………………石川　清 先生
…………………新・丸山　宏 先生
……………………新井勇治 先生
……………新・宇井朗浩 先生
………………木村秀幸 先生

………………………伊藤旬二 先生
…………新・奥田真之 先生

…………………計屋昭生 先生
………………………光部達也 先生
………………新・林 羊歯代 先生

…………………………………木村秀幸 先生

…………………………門井由佳
………………金刺健太・森谷  誠
…………………………廣瀬伸行

愛知産業大学校友会  育英・奨学金の概要

対　　象：愛知産業大学学生で、成績優秀、品行方正にして、かつ経済的
　　　　 事情のために就学困難と認められる者に対して、奨学金を貸与
　　　　 （無利子）します。
定　　員：年間２名
貸与金額：50,000円（月額）
採用条件：対象条件に該当する者で、各学科長の推薦を受けた者。
　　　　 原則、日本学生支援機構奨学金を受けていない者。

　　　　 3・4年生を対象とする。（応募多数の場合は４年生を優先する）
　　　　 連帯保証人を必要とする。
選考方法:奨学金の決定は、提出された奨学金願書に基づき、審査委員会
　　　　 で審議し決定する。
返済期限：原則、卒業後5年以内とする。（無利子）
　　　　 ただし、大学院等への進学者については、返済を猶予する。

※返済期限を2年から5年以内へ変更しました。

……



会報誌が届いていない卒業生をご存知の方へ

平成29年度 校友会スケジュール

役員・常任役員の募集

連絡先

PC /  携帯共通 facebook 検索
http://www.asu-mate.com 愛知産業大学校友会

愛知産業大学造形学部・経営学部を卒業したのに会報誌が届いていないと
いう方をご存知ありませんか。会報誌が転居先不明などで届かなかった場合
は、次回からの会報誌発送を止めています。もし、届いていないという方を
ご存知でしたら、ご本人様から、現在の連絡先を本誌連絡先までお知らせ
いただきますようお伝え願います。

大学の行事に合わせて、校友会主催のイベントを多数ご用意しています。卒業生の皆様、同期生やご家族お誘い合わせ
の上、是非ご参加いただきますようお願いいたします。

愛知産業大学大学祭　校友会企画「大人原山祭」
4日（土）　18:00～  大同窓会/「先輩と話そう」（夜部）
5日（日）　12：00～  校友会総会/卒業生記念撮影

設営11月3日（金）  9：00～22：00
撤去11月5日（日）17：00～22：00
※設営・撤去のボランティアも募集しています。

●2018年2月9日（金）～11日（日）　10：00～18：00　場所/愛知産業大学各フロア
造形学部デザイン学科「卒業研究・制作展/学内展　校友会卒業研究審査」　　11日（日）19：00～ 校友会懇親会

●2018年3月4日（日）13：00～〈展示は2月27日（火）～3月4日（日） 10:00～18：00）〉
　場所/名古屋市民ギャラリー矢田　造形学部デザイン学科「卒業研究・制作展/学外展　校友会卒業研究審査員賞表彰式」

●校友会卒業研究審査員賞
平成27年度卒業研究より、準会員である在学生や母校の研究成果の評価と制作意欲向上のため「校友会卒業研究
審査員賞」の授与を実施します。卒業研究作品展を行っているデザイン学科から開始します。

■対象：卒業研究（作品・論文）
　デザイン学科/学内展にて、卒業生が審査。学外展で表彰。
　建築学科/審査方法、表彰について検討中。 総合経営学科/審査方法、表彰について検討中。

●2018年3月17日（土）　愛知産業大学卒業式　謝恩会「退職される恩師へ、校友会花束贈呈」

校友会とは、母校と卒業生とのネットワークづくりや、親睦を深めるための活
動を目的として発足された団体です。運営は卒業生各期の代表である役員
と常任役員が行っています。役員は年に1回以上、役員会にて計画された校
友会活動についての決議を行います。常任役員は、校友会活動の計画と実
際の運営を行います（現在は、メーリングリストにて活動中）。
特に、造形学部建築学科生と経営学部生の役員を募集中です。参加ご希望
の方は、下記までご連絡ください。また、役員とあわせて、活動にご参加いた
だける有志の方の募集も行っておりますので、お気軽に下記の連絡先までお
問い合わせください。

〒444-0005
愛知県岡崎市岡町原山12-5  愛知産業大学  校友会
fax:0564-48-7756  mail:info-koyu@asu.ac.jp
※スタッフ常駐ではないため、なるべくメールでのご連絡をお願いします。
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詳しくは、校友会webサイト（http://www.
asu-mate.com）またはfacebook「愛知産
業大学校友会」でアナウンスしています。

●2017年11月4日（土）、5日（日）　10：00～18：00　場所/愛知産業大学コミュニティーホール1階、バスロータリー前

●2017年10月17日（火）～22日（日）　10：00～18：00　場所/愛知県美術館ギャラリー　「愛知産業大学 造形学部 教員と卒業生による研究・制作展」

Renewal! 校友会 web サイト / facebook

校友会では下記URLでwebサイト、facebookを運営しています。最新情
報の閲覧、情報交流はもちろん、各種問い合わせ、大学祭の出店エントリーな
どがwebサイト上からも可能ですのでご活用ください。

審査用紙

表彰式

作品

作品や審査風景


