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理系同窓会発足記念式典（　　　　 ）式次第

 式 典 の 部　開催時間：13時00分～ 13時40分

 開 会 の 辞 記念式典実行委員長 原田　和夫
 黙　　　祷  全　　員
 式　　　辞 法政大学理系同窓会会長 松谷　　勝
 祝　　　辞 法政大学総長 増田　壽男様
  法政大学理工学部長 崎野　清憲様
  法政大学情報科学部長 雪田　修一様
  法政大学生命科学部長 大河内正一様
  法政大学デザイン工学部長 出口　清孝様
 来 賓 挨 拶 法政大学校友連合会長 桑野　秀光様
  法政大学後援会会長 千葉　大一様
 功労者表彰 感謝状贈呈　２名　　工学部同窓会20代会長　阿部　　鞏様
  　　　　　　　　　　　　 〃　　　21代会長　佐藤　敏之様
 閉 会 の 辞 記念式典副実行委員長 谷 　 康 宏

［司会］　法政大学理系同窓会　事務局長　川上　忠重　

 記念講演会　開催時間：13時40分～ 14時40分

 ﹁ものづくり﹂と﹁もののけ﹂（p.３をご参照ください）
  理工学部創生科学科教授 横山　泰子

［司会］　法政大学理系同窓会　事務局次長　小林　一行　

 祝　賀　会　開催時間：15時00分～ 17時00分

 開 会 の 辞 記念式典募金担当委員長 吉野　敏夫
 挨　　　拶 記念式典名誉実行委員長 佐藤　敏夫
 祝　　　辞 法政大学経営者懇談会会長 金子　正之様
  法政大学工体連OB会 松尾　秀文様
 来 賓 紹 介 各学部同窓会長も含めて

 乾　　　杯 法政大学理系同窓会関西支部長 須藤　英雄
 　　　　　　［歓談・アトラクション］ （演奏）法政大学マンドリンクラブ
 記 念 撮 影 各学科
 校 歌 斉 唱  法政大学応援団

 閉 会 の 辞 記念式典副実行委員長 村主　康和
［司会］　法政大学理系同窓会　事務局　平原　　誠　

日付：平成25年11月２日（土）　場所：●●●●●●●●

ホームカミングデー
同時開催
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ご 挨 拶

理系同窓会発足にあたって

　法政大学理系同窓会は、工学部の発展的改編により理工学部、
デザイン工学部、生命科学部、情報科学部の４学部を一体とした
形で、2011年４月に発足致しましたが、東日本の大震災が発生し
記念式典が、延び延びとなっておりました。2012年５月記念式典
実行委員会を立ち上げ、準備を進めてまいりました。
　理系同窓会発足式典の開催にあたり、大学関係の諸先生並びに
卒業生兄姉のご支援、また、実行委員の方々のご努力、ご苦労を
おかけし、本日の開催の運びとなりました。
　法政大学工学部同窓会は、1966年（昭和41年）10月より結成さ
れ2011年（平成23年）３月で45年の永きに渡る歴史に幕を閉じま
した。

　理系同窓会は、先輩の方々が築いてこられたスピリッツを継承
し、４学部の「絆」を強固なものとして発展させたいと考えてお
ります。
　最後に本日ご出席頂いた皆様に感謝を致すとともに今後益々の
ご健勝を祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。

理系同窓会会長
松谷　勝（電71）

理系同窓会として再出発!!

　理系同窓会が2011年４月に発足し、すでに２年半経過しました
が、発足少し前に東北大震災があり、今日まで発足式が遅れまし
た。皆様には衷心より、お詫び申しあげます。
　工学部同窓会は各科で同窓会を設立、それぞれで活動していま
したが、各方面からの強い設立要望があり、電気会の熱心な呼び
かけ、教職員の強力なご支援を頂き、各科同窓会を母体とした連
合形式で1966年10月２日、品川観光ホテルで設立総会が開かれ発
足致しました。
　それから凡そ45年、2011年４月、工学部の再編成により「理系
同窓会」と名称を変更し、再出発することになりました。
　1966年同窓会設立当初は会員凡そ6,000名、理系同窓会の会員
数は５万人を超えるまでになりました。それに伴い、いろいろな

理系同窓会発足にあたって

　理系同窓会の発足を心からお祝い申しあげます。
　旧工学部同窓会は、1966年（昭和41年）10月に結成され、2011
年（平成23年）３月に45年の歴史をもって幕を閉じました。最後
の会長として、長年に渡りご支援賜りました諸先輩並びに教職員
の皆様に心から感謝申しあげます。
　法政大学は、工学系・理学系の教学充実を図るため、2000年（平
成12年）に情報科学部が開設され、その後デザイン工学部・理工
学部・生命科学部が設置されて学部の再編成が行われました。こ
れにともない同窓会組織も改編が余儀なくされ、工学部同窓会を
発展的に改編し、工学系・理学系の学部を大集約した「理系同窓
会」を2011年（平成23年）４月に設立することを決定しました。
ところが2011年（平成23年）３月11日に発生した東日本大震災に
より、同窓会の活動も中断（約１年半）が余儀なくなりました。
大震災の復興が一日も早く達成すことを祈念しております。
　このたびの理系同窓会の発足式典にあたり同窓会の創立時の精

課題も浮上しています。「母校の発展」と皆さんとの「縁と絆」
を深めつつ100周年の祝賀会が盛大に行われることを願っており
ます。
　教職員の皆様、同窓生の皆様、今までのご支援、ご協力に感謝
すると同時に今後とも一層のご強力を宜しくお願い致します。

神である大学と同窓会は「車の両輪」であり「理学・工学系学部
の発展は卒業生の絆と協力」が不可欠であるとの基本理念を踏ま
えて活動を推進されることを期待しております。同窓会活動の原
点は、各学科の同期会とゼミ集団であります、
　今後はここに軸足をおき、きめ細かな組織運営を推進すること
を強く希望します。今後とも、理系同窓会をよろしくご支援とご
協力を賜りますようお願い申しあげます。同窓生各位のご健勝と
ご活躍を祈念申しあげます。

記念式典実行委員長
原田　和夫（機62）

記念式典名誉実行委員長
佐藤　敏夫（機60）
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理系同窓会発足にあたり

　法政大学理系同窓会が2011年４月に歴史ある工学部同窓会を母
体として発足し、多くの理系学部関係の卒業生をはじめとする皆
様のご尽力のもと、理系同窓会発足記念式典の開催を迎えること、
誠にお慶び申し上げます。
　法政大学理系学部は、情報科学部、デザイン工学部、理工学部、
生命科学部からなり、各学部の特色を活かした教育・研究活動を
通し、「自立的で人間力豊かなリーダーの育成」を目指していま
す。その中で現在の情報ネットワーク社会での基盤となる理系同
窓会の今後の活動は、法政大学としても大いに期待するところで
す。すでに工学部同窓会発足から半世紀がすぎようとしています
が、卒業生ネットワークの重要性は変わりありません。
　本学の校友組織は、2014年４月より、新たに４年次生を準会員
とする新しい卒業生組織として、一般社団法人「法政大学校友会」
を設立し、年度同窓会、学部同窓会、付属校同窓会、地域校友会

及びその他卒業生団体と連携を図りながら、在学生のキャリア支
援事業、広報事業や法政大学全国卒業生の集いを始めとする事業
の実施を予定しています。法政大学のますますの発展のためには、
理系同窓会の皆様のご支援・ご協力は不可欠です。今後ともご協
力よろしくお願い申しあげます。
　最後になりましたが、理系同窓会の同窓諸兄のご健勝と理系同
窓会の一層の発展を祈念申し上げます。

法政大学総長　増田　壽男

理系同窓会　新しいスタートをお祝い
致します

　本日は、法政大学理系同窓会発足記念式典の開催を、心からお
祝い致します。
　理系同窓会は、理工学部、デザイン工学部、生命科学部、情報
科学部の４学部が大同団結して新しくスタートされたとお伺い
し、そのご努力をなされた松谷会長を始め皆様に敬意を表します。
　私共の校友連合会との接点は、これまで校友連合会の副会長を
お願い致しておりました佐藤敏夫様との関係でございました。そ
して私は、先月９月に工体連のゴルフコンペ“阿部杯争奪戦”に
出席させていただき、阿部さんを中心に松尾会長の下大変楽しく、
又まとまりが良くて闊達な皆様にお会いし理系同窓会の力を見た
ような気が致しました。

校友連合会会長　
桑野　秀光

　校友連合会も来年４月より「一般社団法人法政大学校友会」と
して新たにスタート致します。理系同窓会は単なる構成団体では
なく、重要なパートナーとして共に法政大学発展の為に、力を合
わせて前進致したいと考えております。
　理系同窓会の皆様の益々のご健勝をご祈念致します。

祝　辞

　法政大学理工系学部は、これまで日本の「ものづくり」に貢献
するべく、多くの人材を育ててきました。ところで、日本語で「も
のづくり」ということばに含まれる「もの」とはそもそも何でしょ
うか。「もの」とはたんなる物体のことではありません。形のあ
る何か、存在の感知できる対象だけをいうのではなく、目に見え

ない何か、漠然とした何かをも日本人は「もの」と呼び習わして
きました。何となく悲しい様子や静かなさまをいうとき「もの悲
しい」「もの静か」などといいますが、その時の「もの」はある
種の雰囲気をあらわしています。また、アニメ『もののけ姫』の
題名にもある「もののけ」（死霊や生霊などが祟ること）なる言
葉も「物の怪」です。事実、日本人はを仏･神・鬼･魂など霊妙な
作用をもたらす存在も、「もの」と呼んでいました。つまり、「も
の」とは人智を超越した不思議な存在のことであり、日本の精神
風土においては、ものをつくることはそれ自体神秘的で聖なる行
為であるといえましょう。日本人にとっての「ものづくり」の根
底にある、世界観、宗教観について考えてみたいと思います。

「ものづくり」と「もののけ」

法政大学理工学部創生科学科

横山　泰子教授

◆◆◆◆本日の記念講演のご案内◆◆◆◆



　工学部の改組転換により2007年にはデザイン工学部が市ヶ谷に
展開し、さらに2008年には生命科学部と理工学部が小金井に新た
に誕生しました。それに伴い45年間続いた工学部同窓会も新たな
組織改革を余儀なくされ、2011年４月に「理系同窓会」が工学部
同窓会の伝統と財産を引き継ぐかたちで誕生しました。これは理
工系学部の教学改革に伴う同窓会組織の新たな発展と考えてよい
かと思います。
　卒業生組織である同窓会と大学は車の両輪にたとえられるよう
に、大学（理系４学部）の発展は同窓会の発展と共にあるといっ
ても過言ではありません。とくに、３学部を擁する小金井校地は建
物も一新され、研究・教育環境が格段に改善されました。この恵
まれた環境の中、理工学部は21世紀の先端技術に常に対応できる
専門基盤技術を身につけた人材、さらには持続可能な社会の発展
に貢献できる創造性豊かで幅広い教養と国際性を身につけた人材
の育成をスタートさせました。このような教育理念を成就するため
にも、理工学部は今まで以上に同窓会と連携をはかり、車の両輪
の如く歩を進める必要があります。同窓会の発展なくして学部の
発展なしを念頭に、同窓会のさらなる発展を心より願っております。

　理系同窓会の発足、おめでとうございます。来年４月、一般社
団法人「法政大学校友会」が発足されていますが、これまでの理
工系同窓会との関係をどうするかなど、関係者の皆様にはいろい
ろご苦労を乗り越えての発足と思われます。
　私が所属する生命科学部（生命機能学科（生命機能学専修、植
物医科学専修）、環境応用化学）は、2008年に理工学部と一緒に
発足し、今年で２回目の卒業生を送り出した新しい学部です。来
春には、専修が独立して、生命機能学科と応用植物科学科の３学
科体制になります。1950年に発足した工学部は、ここ十数年で、
情報科学部及び市ヶ谷に展開したデザイン工学部と合わせて４学
部体制に発展的進化してきました。特に、小金井校地の見事なま
での様変わりは、旧校舎で学生時代を過ごされたOBの方々には
驚かれたことと思います。OB教員理事をはじめとした方々の大
いなるご尽力があっての成果と思っております。
　今後、少子化など大学は益々厳しい状況が予想され、グローバ
ル化を含めた大学間での競争が激化してきております。OBを含
めた総力戦で勝ち抜いていく必要があります。そのためにも、同
窓会の充実は、在校生、大学にとって大変心強い味方です。今後、
大学とのより一層の緊密な関係づくりを通して、大いなる充実・
発展を期待しております。

　法政大学理系同窓会発足、おめでとうございます。歴代の役員
の皆様のご尽力に御礼申し上げます。
　今、目の前には工学部同窓会贈呈と刻された金時計がありま
す。義父は工業専門学校時代に講師を務めていたことがあり、そ
の義父の形見として私が所蔵しているものです。伝統は、目に見
えないものと、このように確固たるモノとして存在し続けるもの
の両方からなるのだなとしみじみ思います。
　青年日本号、航空工業専門学校、工業専門学校、工学部に源を
発する本学理系の伝統は現在の４学部に受け継がれています。時
代の要請で、４学部体制に移行しましたが、そのうちの１学部を
預かる身として、この先の法政大学の発展のためには理系４学部
の絆を改めて見直し、同窓会との連携を強化し、法政理系ここに
あり、というメッセージを社会に発信していく必要を痛感してい
るところです。今回、法政理系同窓会の発足は、そのような折、
大いに勇気付けられるものであります。理系同窓会には、法政理
系の存在感を、更に高めるためのご支援をお願いいたします。現
役学生を預かる側としては、同窓会の担い手となる優秀な卒業生
を送り出すことをお約束いたします。

　理系同窓会発足を心からお喜び申し上げます。
　小金井に工学部だけあった時代，学内の取り決めなどには「工
学部を除く」という，文系の強い本学の中で工学部だけが特異な
存在でした。しかし，ここ10数年で法政は15学部を擁するまでに
なり，我々も学部改革に伴い，理系４学部体制になりました。今
や，15分の４が理系学部ですから，学内でも理系の力は大きい存
在になりました。工学部同窓会から理系同窓会へ発展的に発足し
ましたこと当然の流れでしょう。私どもデザイン工学部のキャン
パスは市ヶ谷ですから，他の３学部と事情は異なっていますが，
理系という枠で結集したいと思います。
　さて，小金井校地はもはや昔の面影すらなく再開発され，寂し
い気持ちが多少はあります。しかし今後とも時代の変化に伴い，
さらなる発展のためには，将来とも変革するすることも予想され
ますし，変化・改変を恐れていては取り残されてしまいます。た
だし，OBにとっては，どのように変化しても自分の出身学部・
学科が大学に在ることを明確にし，それを守りながら，「母校」
と誇れる心のよりどころになることを願っています。

「理系同窓会」の発足を
祝して

理系同窓会の発足
について

伝統の法政理系
ここにあり

理系同窓会の発足と
将来

理工学部長
崎野　清憲

生命科学部長
大河内　正一

情報科学部長
雪田　修一

デザイン工学部長
出口　清孝
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祝　辞




