
立教大学校友会 

2022年５月期定期代議員会資料 

 

 

＜報告＞ 

・校友会奨学金報告【資料１】 

・2022年度校友会データダイジェスト【別紙】 

 

＜議案＞ 

・2021年度収支決算【資料２－１、２、３】 

・2021年度監査報告【資料３】 

・立教学院「第 19期校友会選出評議員」の選出【資料４】 

・校友会「年度代表代議員候補者推薦委員」の選任【資料５】 

・「会長・監事候補者」選考委員会の設置および委員長の選任【資料６】 

 

 

 

※５月 14日（土）定期代議員会議案説明にキャンパスで参加される方へ 

 

多くの方にお申し込みをいただいため、以下のとおり会場が変更になりましたのでお知

らせいたします。 

 

（変更前）池袋キャンパス太刀川記念館３階カンファレンス・ルーム 

 

（変更後）池袋キャンパス９号館大教室 

 

※2022年５月 14日（土）13：30～15：30（終了時間予定） 

※タッカー門からご入構ください。（正門からは入構できません） 



2022 年５月 14 日 

定期代議員会【資料１・サシカエ】 

 

2022年度校友会奨学金・校友会外国人留学生奨学金採用者 

 

 

 2022 年度の「校友会奨学金」「校友会外国人留学生奨学金」の採用者が以下のとおり決定

しましたので、報告いたします。 

 

校友会奨学金 

目的：卒業後の目覚ましい活躍が期待され、学業成績が優秀である学生、あるいは学業成

績が良好かつ課外活動で顕著な成果を収めた学生に支給する奨学金 

概要：学部４年次生に年額 50 万円支給（採用者数：最大 10 名） 

 採用者： 

  ・若佐 栞（観光学部） 

  ・山本 彩由（社会学部） 

  ・磯本 実花（異文化コミュニケーション学部） 

  ・堀 純華（異文化コミュニケーション学部） 

  ・小林 礼佳（文学部） 

  ・海野 天音（コミュニティ福祉学部） 

  ・間宮 大晴（理学部） 

 

校友会外国人留学生奨学金 

 目的：本学学部に在学する私費外国人留学生の学習・研究の援助を目的とする奨学金 

 概要：学部学生に年額 60万円（月額５万円）支給（採用者数：最大７名） 

 採用者： 

  ・陳 暁陽（コミュニティ福祉学部２年） 

・ムレ－ ソレン（異文化コミュニケーション学部２年） 

・オウ アヒ（経済学部４年） 

・チン ケンカ（理学部２年） 

・リュウセイセン（法学部２年） 

・イ ロサ（文学部１年） 

・ショウモエオン（文学部１年） 

 

以 上 













2022 年 5 月 14 日 

定期代議員会【資料４】 

 

第 19 期評議員候補者（案） 

任 期 2022 年７月 10 日から 2026 年７月 9 日まで 

卒年順、☆印は新任 

 

【評議員候補者（案）】 

   

吉井 昭一 昭 49 産  立教大学校友会副会長 昭輪工業㈱代表取締役社長 

☆永田  正 昭 49 法  京王電鉄株式会社 代表取締役会長 

 曽山  茂 昭 49 法  立教大学校友会副会長  

☆安部 喜方 昭 50 経  立教大学体育会 OBOG クラブ会長 （公財）日本水泳連盟顧問 

☆梅田 憲司 昭 50 経  立教大学校友会副会長 三重建材㈱代表取締役社長 

  和田 成史 昭 50 営  立教大学校友会長 ㈱オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 

村川 和夫 昭 51 法  立教大学校友会監事 三和体育製販㈱代表取締役 

下岡 祥彦  昭54 産    立教大学校友会副会長 ㈱小田急SCディベロップメント顧問 

清水 恒明 昭 55 化  立教大学校友会副会長 恒よし商事代表取締役 

中島 弘人 昭 57 経    立教大学校友会副会長 ㈱東海リライアンス代表取締役社長 

浅岡 柚美 昭 58 心  立教大学校友会副会長 中村学園大学流通科学部 教授 学部長 

☆内田 善美 昭 59 史  立教大学レディスクラブ会長 フロレゾン主宰 

☆石井 芳延 昭 60 法  立教大学校友会総務委員長 ㈲石井商店 

石渡 美奈 平 02 日  ホッピービバレッジ㈱代表取締役社長 

港区セントポールクラブ幹事長 

 

 

【次席評議員候補者（案）】 

第１順位 花岡 光生 昭 53 法 立教大学校友会総務委員会副委員長 花岡法律事務所所長 

第 2 順位 吉田 久満 昭 59 営 立教大学校友会組織委員長 ㈱富士喜 

 

 

以上 



年度代表代議員推薦委員会委員（2022年）
2022年５月14日
定期代議員会【資料５】

１．年度代表代議員推薦委員（18名）

昭和42年卒まで 雨宮　勇造（昭和31文社） 金子　眞（昭和35経） 村守　直芳（昭和39法）

昭和43年卒から昭和52年卒まで 田森　侑子（昭和43フ） 小寺　研二（昭和45経） 菊池　淳一（昭和50観）

昭和53年卒から昭和62年卒まで 森　正代（昭和53心） 小宮山恭一郎（昭和58営） 守屋　裕之（昭和60営）

昭和63年卒から平成９年卒まで 石田　和美（平成３法） 小原　加津子（平成５国） 林　雄太（平成７営）

平成10年卒から平成19年卒まで 中谷　公巳（平成10史） 宮本　英一（平成12営） 西村　紗智（平成16教）

平成20年卒から平成30年卒まで 大久保　匡祐（平成22法） 青木　英太（平成26営） 佐伯　奏香（平成29英）

２．公認団体からの選出推薦委員（９名）

体育会OBOGクラブ 伊藤　雅敏（昭和56法） 中川　慎一（昭和56経） 熊木　吉章（平成７経）

立教レディスクラブ 神田　園子（昭和56心） 内田　善美（昭和59史） 矢部　朋子（平成2法）

校友会公認団体
井口　一世（昭和53営）
立教経済人クラブ

藤崎　斉（昭和56経）
立教観光クラブ

蕪木　豊樹（平成９観）
不動産立教SB会

３．校友会長指名推薦委員（７名）

校友会副会長・専門委員長
曽山　茂（昭和49法）
副会長

清水　恒明（昭和55化）
副会長

中島　弘人（昭和57経）
副会長

石井　芳延（昭和60法）
総務委員長

阿座上　泰宏（昭和63英）
企画委員長

その他指名推薦委員
西島　幸夫（昭和37経）
顧問

飯島　匡夫（昭和42営）
顧問



 

2022年 5月 14日 

定期代議員会【資料６】 

 

立教大学校友会 

代議員 各位 

 

立教大学校友会 

会長 和田 成史 

 

 

立教大学校友会「会長・監事候補者」選考委員会の設置および委員長の選任について 

 

 2023年 3月末に現役員（代議員を除く）の任期が満了となるため、次期会長・監事

を 2023年 3月期の定期代議員会で選出することになります。 

つきましては、立教大学校友会「会長・監事候補者」選考委員会（以下「委員会」）を

設置すること、および、下記のとおり、委員長に千野 富久 氏を推薦することにつき、

ご承認をお願いいたします。 

加えて、委員長の選出後に委員長が委員を委嘱し、委員会における審議を経て、2023

年 3月期の定期代議員会に次期会長・監事候補者を答申するという選考手順についても

併せてご承認をお願いいたします。 

 

 

記 

 

【立教大学校友会「会長・監事候補者」選考委員会委員長候補者】 

氏  名： 千野 富久 氏 

           卒  年： 昭和 49年 

学部学科： 社会学部産業関係学科 

役  職： 現校友会顧問 

元校友会副会長 

現立教学院評議員 

 

 

以上 




