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　これは、第22代 体育団体執行部委員長村上東洋男先輩が、「桜樹」 創刊号に寄せられた文であり、「桜樹」の名の由来で

あります。 「桜樹」は、文字通り、“桜の樹 ”をあらわし、また桜は我が日本大学のシンボルであり、校章にもなっております。

　「桜樹」刊行の目的は、卒業生の先輩方と大学、部、そして在校生との繋がりを保つことであります。

皆様の原稿によって作られたこの「桜樹」 が、いつまでも皆様の良き “つながり” となりますよう、体育会・文化会執行部員一同、

心より祈念いたします。

「三島という街に根付かせ、
　　　人脈という枝葉を多くもち広げ、
　　　　　　　　　　永遠の華を咲かせたい。」

日本大学国際関係学部
体育会・文化会卒業生
（2017 〜 2020）

「桜樹」の名の由来について
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　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

　令和2年度は日本国中が新型コロナウィルス感染症に振

り回され続けた1年間でした。そして、三島キャンパスも

例年とは違う1年間となりました。

　日本武道館での入学式や三島キャンパスでの開講式は

開催されず、ほとんどの授業はオンラインとなり、様々な研

修・講演会・講座等も中止となりました。多くの部活動やサー

クル活動も自粛せざるをえず、富桜祭も初のオンライン開

催となり、昨年度まで学生の皆さんが当たり前のように謳

歌していた学生生活は完全に様変わりしてしまいました。

　ご存じの通り、日本大学は昨年度創立130周年を迎え

ました。明治22 年に日本法律学校として始まり、その後

は大正、昭和、平成、そして令和へと発展を続け、今日

の日本大学があります。130 余年という長い歴史の間には、

戦争や自然災害など、日本大学の存続が危機に晒される

こともありました。その都度、当時の教員、職員、そして

学生たちが心を一つにして、一つずつ、堅実に目前の困難

を乗り越えてきました。

　日本大学130 余年の歴史は、多くの試練と困難を乗り

越えた歴史であり、その証です。これまで乗り越えられな

かった困難は存在せず、今後どのような困難に遭遇しよう

とも、それらを乗り越えていかなければなりません。4月

から社会人として人生の新しいステージへ踏み出す皆さん

は、今回の新型コロナウィルス感染症感染拡大に揺れる日

本、そして世界を淡 と々観察し理解し、今後の人生の歩み

を進める糧として欲しいと思います。皆さんには、これまで

日本大学を支え続けた118万人を超える先輩たちが社会で

待っています。日本大学の歴史を繋ぐ一員として、無用な

心配はせず、失敗を恐れず、堂 と々胸を張り、困難に立ち

向かう気概をもって新たなステージの扉を開いてください。

　皆さんの今後の成功を心から祈念申しあげます。

祝辞

国際関係学部長

教授

渡邊 武一郎

1.

日に日に新たに　文化の華の

栄ゆく世界の　曠野の上に

朝日と輝く　国の名負いて

巍然と立ちたる　大学日本

正義と自由の　旗標のもとに

集まる学徒の　使命は重し

いざ讃えん　大学日本

いざ歌わん　われらが理想

2.

四海に先んじ　日いづる国に

富嶽とゆるがぬ　建学の基礎

栄ある歴史の　道一すじに

向上息まざる　大学日本

治世の一念　炎と燃ゆる

われらが行く手の　光を見よや

いざ讃えん　大学日本

いざ歌わん　われらが理想

相馬…御風　作詞
山田…耕筰　作曲

日本大学校歌
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　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。心か

らお祝い申し上げます。私は人生の節目のスタートを切る

とき、いつもこの俳句を思い出します。

　「春風や闘志抱きて丘にたつ」。

高浜虚子の有名な句です。緊張、不安をかき消すもの

は闘志か逃避かという場面で、体育会の皆さんは闘うこ

とを選んでこられた。このことはこれからの人生において、

とても意味のある姿勢になります。現在のコロナ禍にお

いて、将来の不安から弱気になったり不安や愚痴を吐い

たり、努力を怠る選択は何の解決にもなりません。学生

時代の習慣のまま、明るくコツコツ、とことん努力を続け

ましょう。必ず道が開けます。

　スポーツの良いところはルールに従うことです。社会に

出たらそれぞれの組織で厳しいルールが出てきます。皆

さんは決まりを守るという精神、正しく生きるという人間

としての基本を備えていますから、スポーツをやってこな

かった人と比べて一歩リードです。各々の場で自信をもっ

てリーダーシップを発揮していってください。

　もう一つスポーツをやってきたことで、非常に人生の為

になることがあります。それは友の存在です。苦楽を共

にした友の存在はかけがえのないものです。ここで好き

な詩を紹介します。室生犀星「よき友とともに」　心から

よき友をかんじることほど　その瞬間ほど　ぴつたりと

心の合ったときほど　私の心を温めてくれるものはない　

友も私も苦しみつかれてゐる　よいことも悪いことも知り

つくしてゐる　それでゐて心がかち合うときほど嬉しいと

きはない　まづしい晩食の卓をともにするとき　自分は

年甲斐もなく涙ぐむ、いひしれない愛情が湧く　この心

持だけはとっておきたくなる　永くとつておきたくなる

　これからも友を大切に。皆さんの今後ますますのご発

展を祈って、お祝いのメッセージと致します。

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。眼前

に霊峰富士を臨み、街中に清涼なせせらぎを持ち、美

しい四季に彩られる三島の地で、皆さんは学業に勤しむ

と同時に、趣味や目的を共有できる友人たちと、かけが

えのない時を過ごされてきたことでしょう。

　文化会に属する皆さんは、日々の活動や富桜祭・萌

芽祭の舞台である大学をはじめ、国内外の多彩な環境

の中で、自分たちの世界を、たとえば楽器や絵筆、カ

メラを手に、あるいは自分自身の声や言語や身体で、大

いなる好奇心をもって表現してきました。同じ部の仲間

との切磋琢磨や地域や海外の人 と々の交流を経て、皆

さんの世界は大きく広がり、人 と々の間に快い刺激や活

力を生んできたのではないでしょうか。

　大学は学びの場ですが、学修とは言うまでもなく、書

物に記された学問だけではなく、自ら探求し、見出し、

発信すること全般を含みます。大学生活は時に、社会

に出るまでの猶予期間を意味するモラトリアムと呼ばれ

ます。しかしそれは何かを待つ消極的な時では決してな

く、いかに学び、創造し、それを楽しみ、唯一無二の

経験として獲得するか、それが自由にできる挑戦の時な

のです。まさに「自主創造」の期間であり、皆さんはそ

の貴重な学びを、部活という場でも積み重ねてきました。

それは、これから先の皆さんの社会生活や人生を支え

る大きな柱となるでしょう。

　今後の皆さんのご健康と、ますますのご活躍を祈念し

ております。刻 と々変化する世界に興味を持ち表現する

楽しさを忘れずに、これからの人生を紡いでいってくだ

さい。

文化会担当体育会担当

教授

橋本 由紀子 
短大教授

岡野 雄司

祝 卒業 祝 卒業
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　日本大学国際関係学部並びに短期大学（三島校舎）

の卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。部活動・

サークル活動をしていた方々、お疲れ様でした。この四

年間の大学生活はとても貴重な経験だと思います。

　昨年は、コロナウイルスの影響によって、今までの大

学生活とは一変したものとなりました。卒業生方は特に苦

労されたと思います。大学の授業や就職活動がオンライ

ンとなり、満足した大学生活を送れなかった方 も々いらっ

しゃると思います。私は、軟式野球部の部長を務めてい

ましたが、この一年間で様々な経験をしました。

　部活動・サークル活動共に、満足に活動をすることが

できませんでした。そんな中私は、コロナ渦でも出来る事

を考え、活動再開に向けて、新入生の勧誘や部員とのコ

ミュニケーションに力を入れました。それにより、活動再

開後は、スムーズに活動をすることができました。この経

験は私を大きく成長させ、今後の就職活動に活かしてい

きたいと思います。

　コロナ渦の中での活動の経験は、貴重なものだと思い

ます。卒業生方の皆さんには、この一年での経験を活か

し、卒業後でも、それぞれの道でのご活躍を願っています。

　最後になりますが、卒業生方の更なるご活躍とご健闘

を祈念いたします。ご卒業おめでとうございます。

　日本大学国際関係学部並びに短期大学部（三島校舎）

の卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。この

大学 4 年間楽しかったこと、辛かったこと、悲しかった

ことたくさんの思い出が蘇ってくると思います。このたく

さんの思いをこの三島という地で経験してきた卒業生の

方々には社会に出て活躍していただきたいです。

　私は明るく楽しそうに野球をする先輩の姿を見て、準

硬式野球部に入部を決めました。私が初めて出場した

試合、ミスをしてしまった私に優しく声をかけてくれた先

輩の姿は今でも思い出します。そのような先輩方の優し

さを見て、私は先輩のようになりたいと思いました。格

上相手にチーム力で勝利して、東海大会ベスト８になっ

たことが私の中で先輩たちとの一番の思い出です。この

大会が私の中で自信になりました。このような先輩方の

下で野球をできたことは大学生活の中で大きなものとな

りました。本当にありがとうございました。

　私たち下級生はこれから先輩方が社会に出て活躍す

ることを願っています。

　最後になりますが、卒業生の皆様、誠にご卒業おめ

でとうございます。

第51代　体育会執行部 第51代　体育会執行部

委員長

竹井 柊斗
副委員長

河野 航
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　日本大学国際関係学部並びに短期大学部（三島校舎）

の卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。また

部活動に所属されていた方々も本当にお疲れさまでした。

勉学はもちろん部活動で得た経験は今後の人生におい

て大きな財産になることと思います。

　ご存じの通り、ちょうど一年ほど前から新型コロナウ

イルスがわが国でも拡大を見せ、本年度は部活動を含

め構内での活動が全面的に禁止されるという事態にま

で発展しました。授業についてはオンラインで代替する

ことによりなんとか対応することが出来ましたが、部活

動に関しては本当に試行錯誤の一年間でした。特に有

効な手立てを打つことが出来なかった団体につきまして

は本当に歯がゆい思いをされたことと思われます。私自

身も1年間部長として団体を運営する中で部員に満足な

活動を提供できなかったことが残念でなりません。卒業

生の皆様も、最後の年がこのような形となり思うところも

あることでしょう。しかしその中で得た経験は、未だに

ウイルスの感染が収束しない社会で役立てることができ

ると考えます。

　最後となりますが、改めてご卒業おめでとうございま

す。皆様の今後のご活躍をお祈り申し上げます。

　日本大学国際関係学部並びに短期大学部（三島校舎）

の卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。部活動

と学業を両立し、駆け抜けた大学生活のなかで、多くの

経験や素敵な思い出を手にいれたかと思います。

　私が副委員長を務めさせていただくことになったのは、

過去に委員長を務めた同じ演劇部の先輩からの勧めが

あったからです。先輩の経験談に関心をもち、副委員長

に立候補することを決意致しました。任命してくださった

委員長の本間さんにも感謝しております。

　今年度は、思うような活動をできなかった団体が多

かったかと思います。卒業生の皆様も、大学生活最後

の大会や公演を断念せざるを得なかったのではないで

しょうか。ただ、難しい状況の中でも、工夫を凝らした

SNS での発信やオンライン富桜祭への参加など、各団

体の部活動に対する熱意が伝わりとても勇気づけられま

した。

　この1年間、副委員長として本来のような業務が十分

にできず、もどかしい気持ちにもなりましたが、今回この

ような機会を頂けたことを非常に光栄に感じております。

卒業生の皆様、どうか今後も後輩たちの活躍を見守っ

ていただけますと幸いです。

　改めまして、誠にご卒業おめでとうございます。皆様

のさらなるご活躍を祈念しております。

第51代　文化会執行部 第51代　文化会執行部

委員長

本間 航
副委員長

森 美那海
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4 年　主将　WR/DB #1　表谷 健斗
　ここで経験した事すべてが宝物です。支えてくれたみんなに
感謝。WYVERNS…FOREVER

4 年　副主将　DB/P　＃７　永島 淳行
　例え上手くいかない事が多くても、何事でも努力し続ければ
頑張ってよかったと思える結果は出せると思います。色んな事
に挑戦できる環境に感謝して頑張ってください。

4 年　OL/DL　＃６７　松野下 鉄平
　今振り返ってみると４年間本当にあっという間だったので今
しかできないことを一生懸命してください！

4 年　OL/LB　＃５６　川口 大希
　４年間お疲れ様でした。最後まで色 あ々りましたが楽しかった
です。それぞれ社会人になって進む道が違うけど頑張りましょー！

３年　OL/DL　＃５２　井上 怜音
　４年生の先輩方、お疲れ様でした。入部当初からどんな時
も優しく引っ張ってくれたので、いつも頼りにしていました。３
年間ありがとうございました。ご卒業おめでとうございます。

３年　MGR　粟飯原 彩乃
　先輩方、ご卒業おめでとうございます。さきさんには本当にた
くさんお世話になりました。本当にありがとうございました！さきさ
ん大好きです！先輩方、皆様のご活躍を心からお祈り申し上げます。

4 年　副主将　RB/LB　＃３　戸田 真央
　遊びでも趣味でも恋愛でも、何か一つのことに熱中してみて
ください！人生の財産になります！

4 年　RB/CB　＃２１　池田 翔之介
　一瞬を大切に、悔いのないよう全力で楽しみ、充実した学
校生活をおくってください。

4 年　TE/DL　＃８７　芹澤 大樹
　在校生の皆さん、残りの大学生活を悔いのないように楽しん
でください。

4 年　OL/DL/K　＃５５　桑原 淳司
　色 と々事情があり、四年間まともにアメフト部に参加していま
せんでしたが、最後にもう一度仲間と参加出来て良かったです。

4 年　MGR　相澤 早紀
　マネージャーとして先輩として、全然頼りなかったと思うけど、
後輩と楽しい思い出が出来て良かったです。合宿の部屋でのマ
ネージャー３人でわいわい過ごした事が１番の思い出です。ま
た思い出作りましょう！ありがとうございました！

３年　RB/LB　＃２４　長谷川 朋也
　四年生の皆様、何もわからない僕たちに１から指導してくだ
さり、ありがとうございました。今後一層のご活躍をお祈りし
ております。

２年　MGR　大澤 花菜
　短い間でしたがお世話になりました。分からないことが多く、
たくさん助けていただきました。本当にありがとうございました！！

アメリカンフットボール部

卒業生から

在校生から
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空手道部

4 年生の先輩たちへ

　3 年間練習お疲れさまでした。長いようであっという

間でしたね。先輩たちは、部長をはじめとし、みんな和

気藹 と々してました。僕から見て4 年生の先輩は、個性

豊かな人たちが多く面白い性格でした。先輩たちが考え

る練習メニューはとても練習になり、最後に組み手では

鋭い刻みや回し蹴りなど多くの技を披露してくれました。

4 年生の先輩たちは、僕がわからないときや困っている

ときがあったら優しく教えていただきました。私は優し

在校生から

い先輩と出会えて空手部に入部してよかったと思います。

来年度から僕が部長になりますが部員が少ない中です

がしっかりと責任と自覚をもって空手部の伝統を受け継

いでいきたいと思います。

　最後になりますが現在コロナ禍ですが社会に出られて

も頑張ってください。また時間があるときにでも練習に

来てもらえると嬉しいです。いつでも待っているので是

非よろしくお願いします。
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剣道部

在校生から

金井
　ご卒業おめでとうございます。先輩方にはお世話になりました。今後
のご活躍をお祈り申し上げます。

江尾・松浦
　大畠さん：練習メニューなど、自分の経歴に気遣ってくださってあり
がとうございました！
　成田さん：初対面の時に、気さくに話しかけていただいたことは今で
も覚えています。お世話になりました！
　岡崎さん：クールにタバコ吸う岡崎さんは超かっこよかったです。お
世話になりました！
　小牟田さん：たくさん、ご馳走していただきました。お世話になりま
した！お国のために頑張ってください！
　宮口さん：肝試しみんなで行ったのめっちゃいい思い出です笑　いつ
も冷静な姿かっこよかった！ありがとう。

高木・平川
　大畠先輩：途中部活に参加できなかったことだけが心残りです。社
会人になっても頑張ってください。3 年間ありがとうございました。
　成田先輩：青森の頃から日常のことまで大変お世話になりました。こ
れからも頑張ってください。お会いできる機会があったら遊びましょう！
3 年間ありがとうございました。
　岡崎先輩：先輩の独特の雰囲気で部の空気が和んだことをよく覚え
てます。楽しく部活に参加できたのも岡崎先輩がいたからだと思ってい
ます。3 年間ありがとうございました。
　小牟田先輩：先輩と過ごした日々、そして部活はとても楽しかったで
す。先輩と自衛隊の演習に行けなかったのが悔しいです。社会人になっ
ても頑張ってください。3 年間ありがとうございました。
　ひいな先輩：先輩が日々支えてくださったおかげで、楽しくそして練
習も乗り越えられてきました。社会人になっても頑張ってください。3
年間ありがとうございました。

野村
　大畠さん：練習メニューなど、自分の経歴に気遣ってくださってあり
がとうございました！
　成田さん：初対面の時に、気さくに話しかけていただいたことは今で
も覚えています。お世話になりました！
　岡崎さん：クールにタバコ吸う岡崎さんは超かっこよかったです。お
世話になりました！
　小牟田さん：たくさん、ご馳走していただきました。お世話になりま
した！お国のために頑張ってください！
　ひーなさん：肝試しみんなで行ったのがめっちゃいい思い出です笑　
いつも冷静な姿かっこよかった！ありがとう。

恩田
　大畠さん：ご卒業おめでとうございます。入部当初から色 と々お世話
になりました。これからも頑張ってください。
　成田さん：ご卒業おめでとうございます。色 と々お世話になりました。
これからも頑張ってください。
　コムタさん：ご卒業おめでとうございます。色 と々お世話になりました。
これからも頑張ってください。
　岡崎さん：ご卒業おめでとうございます。色 と々お世話になりました。
これからも頑張ってください。
　ひーなさん：ご卒業おめでとうございます。一年の仕事をいつも手伝っ
て下さりありがとうございました。これからも頑張ってください。

若林
　大畠先輩へ：大畠先輩の剣道めっちゃ強すぎてマジで化け物だと思
いました。一本くらい取りたかったです。部長お疲れ様でした。稽古あ
りがとうございました！
　成田先輩へ：剣道も酒飲む時もテンション上げてくれて面白かったです。
社会人になってもそのノリ忘れないでください。ありがとうございました。
　小牟田先輩へ：一番真面目で、一番誠実で部内の中で一番まともな
先輩だと思っていました。その誠実さを是非見習っていきたいです！…
ありがとうございました！
　岡崎先輩へ：剣道めっちゃ強くて綺麗だなって思いました。あと、就
職の話とかちょっと聞けて良かったです！今までありがとうございました！
　ひいな先輩へ：マネージャーお疲れ様でした！Zoomで少しだけ顔
合わせましたね。剣道部は、マネージャーがいて成り立っているんだなっ
てことを痛感しました。今までありがとうございました！

植杉
　先輩方ご卒業おめでとうございます！たくさん貴重な経験をさせてい
ただきました。最後に会えない形になりましたが、社会人になっても頑
張ってください！
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4 年　島根 円

　4 年間ありがとうございました。後輩のみんなはこれ

から理不尽なことがあったり己の不甲斐なさに打ちのめ

されようとも心を燃やし続けて頑張ってください。応援

しています。

元部長３年　五十川 陽登

　４年生の皆さんご卒業おめでとうございます。また、

部活動お疲れさまでした。去年はコロナ渦で部活動が

全くできなかったのですが今まで４年生の皆さんと過ご

せて楽しかったです。社会人になっても頑張ってください。

4 年　清七 彩

　大学での部活動は人生においてテニスの集大成で

あった。新しい仲間との出会い、高校とはまた違う楽し

みであふれていた。練習は学生達で作り上げ練習終わ

りにご飯を食べに行ったり、遠征先で遊んだりとたくさ

んの経験と思い出があり私にとって宝物と言えよう。４

年間諦めずに続けて良かったと感じ卒業できるのは一緒

に練習してきた仲間たちのおかげだ。ありがとう。

現部長２年　泉水 啓伸

　４年生の皆さんご卒業おめでとうございます。４年生

には部活動はもちろん私生活でも目をかけていただきま

した。僕は去年部長を引き継ぎましたが、先輩方を見

習って責任をもってより良い部活にしていきたいと思いま

す。４年間お疲れさまでした。社会人になっても頑張っ

てください！

硬式テニス部

卒業生から

在校生から
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顧問　鮎澤 均 先生

　ご卒業おめでとうございます。誰も経験がないコロナ

禍に最終学年を過ごすこととなった皆さんは、いろいろ

な計画が実行できず、残念な想いを抱きながら卒業を

迎えられたことと思います。しかし、この経験は、皆さ

中村 拓

　卒業おめでとうあなたたちのおかげで活気のある部で

あったと思います。本当にありがとうございます

これから生きていく中でゴルフは非常に役に立ちます。

こんな下手くそな僕でも、上手だね！といってもらえるほ

どです。これからも頑張ってください。またゴルフに行く

機会があれば誘ってください。

　最後に4 年間、本当にお疲れ様でした。来年からの

社会人頑張ってください。

岡 信太朗

　4 年間お疲れ様でした。君たちがいなければ、ゴル

フ部は活動できませんでした。本当に感謝しています。

社会人になると、ゴルフをしているというだけで年齢を

問わず可愛がってもらえることが多いです！

みなさんの今後の活躍を願っております。またゴルフ行

きましょう！…

坪井 崇真

　存続危機の中 4 年間お疲れ様でした。これからもゴル

フ頑張って続けてください。きっといいことがあります！

齋藤 大空

　右も左もわからなかった自分に、いろいろ教えてくださ

り、ありがとうございました。これからもっと練習してうま

くなります。ゴルフ部は任せてください！情勢が落ち着い

たらゴルフしに行きましょう！ありがとうございました。

ゴルフ部

在校生から

顧問から

んの人生において決して無駄にはならず、必ず生きてくる

と信じ、皆さんの今後のご活躍を祈念しております。頑

張ってください。
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4 年　岩本 健汰

　登山を通してたくさんの経験ができました。山に登ら

ないとできない出会いがありました。山に登らないと見

られない景色がありました。山に登らないと知ることの

できない世界がありました。これからも登山を続けて、

まだしたことのない経験をしていきたいです。すごく短い

ですがそれにつきます。ありがとうございました。

山岳部

卒業生から
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4 年　大澤 賢斗

　私は、準硬式野球部主将を大学 2 年 6月から務めま

した。

　多くの先輩、同期、後輩に恵まれ最高の環境で野球を

やることができました。野球だけでなく、私生活において

も沢山の繋がりがあり、充実した大学生活になりました。

　苦しい練習もあり、辞めていく部員がいる中で最後ま

で共にプレーすることができた仲間にはとても感謝してい

ます。また、2 年連続で東海大会ベスト8という成績を

収めることができ、とても嬉しかったです。格上相手に勝

3 年　河野 航

　まずは四年生のみなさん今までありがとうございました。

四年生との思い出を振り返りたいと思います。私は準硬

式野球部に初めて参加させていただいたのが、入れ替

え戦でした。この試合はチーム的にも自分的にも特別

な一試合でした。勝てば 1部リーグに残留、負ければ

2 部リーグ降格。この試合でサヨナラ勝ちを決め、1部

残留を決めましたが、私はミスを連発してしまいました。

試合後、四年生が励ましの声をかけてくれました。それ

準硬式野球部

卒業生から

在校生から

利することができた時はこの仲間と野球が出来てとても

幸せだと思いました。チームが上手くまとまらない時期も

あり、私の力不足を感じた時もありましたが、多くの人の

支えにより長期間主将を務めることができたと思います。

　これから別々の地になりますが、準硬式野球部の仲間

との出会いに感謝し、これからも繋がりを持っていきたい

です。後輩達には東海大会ベスト8という成績を上回る

成績を残してもらいたいです。準硬式野球部に入部してと

ても良かったです。

を今でも鮮明に覚えています。四年生の優しさとチーム

スポーツの素晴らしさを改めて実感し、この試合で準硬

式野球部に入って良かったと思いました。また、東海選

手権で格上相手に勝利し、ベスト8入りしたこともいい

思い出です。優しく、頼りになる先輩の下で野球ができ

たことは一生の思い出になりました。今までありがとうご

ざいました。

－ 11 －



在学生一同より

柏木 廉さん　西山 徹さん　川名 瑠夏さん
卒業おめでとう！！！

またいつでも遊びに来てください！！

また会える日を楽しみにしてます！

軟式テニス部

在校生から
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三年生一同より

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。先輩

方には、様々な場面でお世話になりました。その中でも、

部活動では、当たり前かもしれませんが、特にお世話に

なりました。

　先輩方がいなくなってから、改めて先輩方の貢献度

を知ることになりました。楽しい雰囲気で部活動が出来

ていたのは、先輩方の明るさがあるからでした。今年は、

コロナウイルスの影響で、先輩方と野球や飲み会をする

機会が作れなかったので、ご卒業してからでも、また集

まれる機会を作れたらと思います。

　コロナウイルスの影響がある中での卒業になり、厳し

い状況が続いていくと思いますが、先輩方の明るさを活

かして、これからのご活躍を祈念いたします。授業やゼ

ミ、バイトでは本当にありがとうございました。

　改めて、ご卒業おめでとうございます。

二年生一同より

卒業生の皆さんへ

　卒業生の皆さんご卒業おめでとうございます。先輩方

は、部長はじめとし、みんな和気藹 と々していて、とて

も元気をもらいました。私たちから見て4 年生の先輩た

ちは、個性豊かな人が多く面白い性格でした。先輩方

が考える練習メニューはとても練習になり最後の紅白試

合もとても楽しく取り組めました。先輩方の華麗な守備

はとても守備範囲が広くとても肩が強く鉄壁な守備をし

ている姿を見て僕もそのようになりたいと思いました。新

チームになりましたが、部員全員で切磋琢磨し沢山練習

し、大会でも勝てるチーム作りをし、もっとより良い部

活にしたいと思います。今までありがとうございました。

軟式野球部

在校生から
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　私は日本拳法部に所属して部員と共に日々の練習に励

むことで身体のみならず心も鍛えさせていただきました。

在校生の皆さんにはこれから自分自身を磨き、何より部

活動を楽しんでほしいと思います。４年間ありがとうご

ざいました。

　ご卒業おめでとうございます。今年はコロナの影響で

部活に参加できませんでしたがいろいろとお世話になり

ました。先輩たちから教えて頂いたことを忘れずに練習

に励みたいと思います。卒業してもたまには連絡を頂け

ると嬉しいです。

　社会人になっても頑張ってください。今までありがと

うございました。

　三年間お疲れ様でした。入部してからここまで頑張っ

て来れた事は私にとって最高の経験となりました！日本

拳法は決して楽な競技ではないと思います。

初心者として入部してからは辛く厳しい時もありました。

　しかし、自分達は多くの同期に恵まれました。

これは他の代には無かったことで、そのおかげで皆で乗

り越えてこれたと思います。

　拳法で鍛えられた気力・体力は一生ものです。ありが

とうございました。

　ご卒業、ご就職おめでとうございます。

　３年間共に稽古出来た事は貴重な経験となりました。

今後益々のご活躍をご祈念しております。

日本拳法部

卒業生から

在校生から
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卒業生一同

　楽しい四年間でした。部活を通して学ぶことがありました。

楽しい日々をありがとう！

在校生一同

　ご卒業おめでとうございます。

先輩方との部活動は、日々楽しいものでした。

　先が見えない今ですが、お体に気をつけて過ごして

いってください。

男子バスケットボール部

卒業生から

在校生から
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3 年　龍野

　ご卒業おめでとうございます。卒業まで○日というカ

ウントダウンもついに終了し、はさておき、ついに卒業

ですね。おめでとうございます！膝関連では大変ご迷惑

をおかけしました。時には前髪バッツン、ミスコンGP

獲得、モモンガを飼う眠いが口癖で栄養関連のスペシャ

リストと、個性豊かな先輩たちと出会えて本当によかっ

たです。たくさん相談にものっていただき感謝しています。

結局最後まで一緒にプレーはできなかったけど、マネと

して、同じチームとして活動できてよかったです。今まで

ありがとう♡

　またどこかでお会いしましょう〜！

3 年　深澤

たかみさんへ

　初めて練習試合に参加させて貰った時、めっちゃ緊

張してたけど私に話しかけてくれてとても嬉しかったこと、

今でも覚えています。普段はかわいくてオシャレな女の

子なのに、部活になるとかっこいいスポーツ女子たかみ

さん。私が男だったら絶対惚れてます（笑）たかみさん

の鋭いドライブと激しいディフェンスいつも凄くて、正直

たかみさんとは1対1したくなかったし、5対 5でもマッ

チアップしたくなかったです（笑）これからもかわいくて

かっこよくて優しいたかみさんでいて下さいね！部活引

退しても私のこと忘れないで下さいね？短い間でしたが、　

今まで本当にありがとうございました。

ふうかさんへ

　最初に会った時は短髪で髪色派手な強烈和田アキ子

でしたね（笑）正直めちゃくちゃ威圧感あって怖かった

です。でも実際はそんなことなくて、優しくて面白くてな

んでも話せる友達みたいな存在です。いつも鬼パスばっ

か出してごめんね。

　いつもわがままな行動ばっかとってごめんね。

　けど正直こんなに仲良い部活の先輩は今まで居ないし、

最初部活に入る気全くなかったけど、なんだかんだ続け

てるのは姫がいたからだよ！！ありがとう。これからも姫

らしく優しくて、芯が強くて、行動力があって、かっこよ

くて、かわいい日大のミスキャンでいてください。普段

は絶対言わないけど、本当は…「姫！大好き！」　　　

女子バスケットボール部

在校生から
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4 年　中村 哲太

　みんなお疲れ！無事卒業できて良かったです！という

のも、みんなの眼差しに耐えられなくなったんです。僕

の胸が大きいのを良いことに。卒業できて良かった！！

4 年　古賀 智士

　確かに僕はポンコツかもしれないけど、僕を副キャプ

テンに任命した人はもっとポンコツだね。ポンコツだか

らこれくらいしか言うこと思いつかない。

4 年　下田 望夢

　この部活での悔いといえば、部長になれなかったこ

とただ一点のみです。本当は部長になってみんなを自分

の手足のように、馬車馬のようにこき使いたかったです。

ふざけんなほのか！

4 年　北村 望恵

　もえはね〜、この部活のアイドルなんだ〜。だから同期

の女子は私だけでいいんだ〜。もえがイッチバン可愛い！

4 年　奥村 太郎

　4 年間お疲れ様です。僕は 4 年間で終わらなかった

けど君たちは終わったね。僕はまだこの大学でやり残し

たことがある。6 年目突入！知の探求はまだ終わらない。

4 年　竹本 成那

　今僕は実家のネジ工場でアルバイトをする日々を送っ

ています。さて、4 年間お疲れ様です。僕は 4 年間で

終わらなかったけど君たちは終わったね。僕はまだこの

大学でやり残したことがある。5 年目突入。知の探求

はまだ終わらない。あれ？俺っていつも二番煎じ？おい、

やめろ！←これ、自分の武器です（笑）

バドミントン部

卒業生から

在校生から
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　男子バレーボール部です。

　私たちは、毎週火曜日、木曜日、土曜日に活動をし

ています。

　しかし 2020 年は、コロナの影響を受け新入生を迎

えてからあまり練習ができてなく、満足いく形で県大会

や春のリーグ戦など参加できずにいました。しかし、秋

のリーグ戦が行われる事が決まってから、学生課の方

に許可を頂いて色々な方の協力をへて練習をさせてもら

う事ができました。4 年生最後の県大会にも出場ができ、

3 位入賞する事ができました。また、今年に入っても集

まって練習ができる状態ではないのですが、これから

考えて動くつもりでいます。

男子バレーボール部

在校生から

　先輩方とは、長くて２年間半一緒に練習してきたので

すが先輩方のこれまで残された成績や伝統を保ちつつ

これから私たちは練習に励みたいと思います。去年は少

ない大会で尚且つ限られた条件の中応援に来てくださっ

た親御さん方にもたくさんのご迷惑と心配をおかけしま

したが最後に結果を残せたのも、これまで私たちがバ

レーに専念できたのも親御さん方の応援のおかげだと

思っています。心より感謝申し上げます。

　そして 2020 年度部活動を行う上で携わって頂いた皆

様ありがとうございました。2021年もよろしくお願いし

ます。
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中西 香乃
　４年間 Welina で過ごした時間は私にとって大切な

思い出です。みんなと出場した大会、学内や地域のイベ

ント、練習の日々などフラダンス部に入部していなかっ

たら知ることのない素敵な経験をすることができました。

Aloha の気持ちや、いつでも笑顔でいることをこれから

も大切にしていきたいです。支えてくださった全ての方に

感謝します。これからの皆さんの活躍を楽しみにしてい

ます。Mahalo ♡

小林 奈央
　振り返ると4 年間はあっという間に過ぎてゆき、もう

卒業する代になってしまいました。部での1番の思い出

根岸 亜有美
　ご卒業おめでとうございます！最後の1年間は、なか

なか会えずにいましたが、先輩方のキラキラとしたフラ

は思い出に残っています。是非また、一緒に踊りましょ

う。卒業後も明るい笑顔で多くを乗り越えていってくだ

さい。私たちは先輩方を、ずっと応援しています。あり

がとうございました！

は、同学年 4人で出場したコンペです。初めて大きな舞

台に立ち緊張しながらも、踊りきった達成感を味わえた

ことを今でも覚えています。思えば、このような経験が

あったからこそ、さまざまな困難に乗り越える力が身に

ついていったのかなと思いました。後輩にも、フラを通

じてたくさんの学びを吸収し、さらなる飛躍を遂げてほ

しいです。

長坂 亜弓
　フラダンスは思っていた以上に難しかったり振りを覚

えることに苦戦したりと大変な場面が沢山ありましたが、

アドバイスをくれる先輩、一緒に悩む同学年、かわいい

後輩たちのおかげで大学の大きな思い出の一つです。

鈴木 杏弥
　先輩方、ご卒業おめでとうございます。1つ上というこ

ともあり、先輩たちにはフラダンスはもちろんそれ以外

でもたくさん関わって頂きました。いつもキラキラした笑

顔の先輩たちと一緒に踊ることが出来て本当に楽しかっ

たです。もっとたくさんイベント出たかったです！今まで

ありがとうございました。

フラダンス部（Welina）

卒業生から

在校生から
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　４年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。在

校生を代表しまして、お礼の言葉を送ります。先輩方に

は３年間、本当にお世話になりました。先輩方はいつも、

私たちの憧れの対象であり、目標でした。練習では時

に厳しく、時に優しく陸上競技を教えていただき、先輩

方が真摯な態度で練習に取り組む姿、試合で奮闘する

姿からもたくさんのことを学ばせていただきました。先

輩方が私たちに立派な背中を見せ、引っ張っていってく

れたからこそ、私たちもここまでやってこれたのだと思い

ます。私たちも先輩方のようになれるよう、これからも

努力を続けていきたいと思いますし、先輩方が教えてく

れた陸上への情熱や自分で練習メニューを立てて一生

懸命練習に取り組む姿勢は、私たちが必ず引き継いで

いきます。先輩方とお会いできなくなるのは寂しいです

が、どうか安心して次のステージへと進まれてください。

先輩方の今後の活躍をお祈りしています。

陸上競技部

在校生から
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石川 勇人

　部活に加入してから、たくさんの思い出ができた。新

しい出会いもあり別れもたくさん経験した。そして自分

の最後の 4 年目同期や後輩に恵まれとても充実した部

活であった。

宮澤 響

　アコギ部に入部して得られたものは多く、それらは自分に

とって大切なものとなりました。あっという間の4年間。最

後の1年が心残りですがまたいつか皆と音楽をしたいです。

宮地 綾音

　大学生活最後の1年は本当に不完全燃焼で悲しいこと

もたくさんあったけど、アコギ部での思い出が心の支えに

なりました！みんな大好きです、ありがとうございました！

沢田 里咲

　みんなと出会えて本当に良かった！この 4 年間は宝物

です！

吉田 陸人

　部活楽しかったです！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！…

みんなありがとう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

Ronquillo Jerwino

　4 年間楽しいだらけの部活でした！！

かっこいい先輩に可愛い後輩がいっぱいで、もっと一緒

に話したりや演奏したりしたかったんです。

卒業してもアコギ部を愛し続けます。

小澤 守

　ざわです、お世話になってます。アコギ部での 4 年間

はかけがえのない時間でした。本当にありがとう、そして

これからもざわ家をよろしく。またいつかお会いしましょう。

土屋 勇太

　アコギ部に入ってから少しだけ大学に行きやすくなっ

た気がします。皆さんが暖かく迎えてくれたことを本当に

感謝しています。

伊藤 みつき

　アコギ部に入部してたくさんの人たちと様々な音楽が

出来たのはいい思い出になりました。コロナが落ち着い

たら、またアコギ部に遊びに来たいと思います。

アコースティックギター部

卒業生から
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4 年 新木 健太

　もう少しで卒業というところで大学生活を振り返った

ときアニメーション部での活動は最初に思い浮かぶくら

いに大切な思い出として残っている。2 年生からイベン

ト長として部の運営に携わり、3 年生では部長も経験さ

せてもらい社会に出ていくうえで大切なことを学ばせて

2 年　池谷 虎生太

　2 年間という短い期間、しかも2 年次は大学にすらあ

まり来れないという異例の状況ではありましたが、アニ

部に入って良かったと思います。優しくも厳しく教えを諭

す先輩と、心を許し合える同輩に逢えたこと、私は一生

忘れないでしょう涙涙

　もう短大も卒業ということで、私は悲しくて悲しくて…

カナヘビになったわね ...

この部活を忘れないよう、心に刻んでおこう。

3 年  海老沼 佑騎

　…唯一の 4 年の先輩の卒業、そしてやっとできた後輩

も卒業するという。短い間であったが本当に楽しかった

し、沢山のことを教えて頂いた。本来であればもう少し

時間を共にすることも出来たはずなのに、新型コロナの

影響で昨年は何も出来なかったということがとても悲し

い。だからこそ僕たちは卒業するメンバーにいつでも遊

びにきてもらえるような部活作りに励み、これからも思

い出を作れる場所にして行きたく思う。

アニメーション部

卒業生から

在校生から

もらった。今年は活動が出来なかったことが残念だが、

後輩たちならコロナ禍もきっと乗り越えてくれると確信し

ている。最後に自分を育ててくれた先輩や支えてくれた

後輩たちに感謝を。
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英会話研究会（ESS）

顧問 　熊木 秀行 先生

Congratulations…on…your…graduation!!!…

I'm… sure… you… can… broaden… your… horizons…with…

English!… Language… learning… is… a… never-ending…

journey,…so…keep…on…learning!…

　卒業おめでとう！

　これからも英語を自分だけの「武器」として社会で、

世界で活躍していって下さい。

顧問から
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森 美那海

　先輩方、ご卒業おめでとうございます。

　この言葉を伝える日がこんなに早く来てしまうなんて

……。あまりにあっという間で、入部当時の私に ｢先輩

との時間を一分一秒噛み締めなさい！｣ と説教したいく

らいには時の流れが早くてびっくりしてしまいます。

先輩方とたくさんの時間を過ごす中で、楽しい思い出も

悩んだ思い出も数え切れないほどあり、今思えばそのど

れもが愛おしく感じます。

　思い返せば入部当初、いい意味でバラバラでくせ者揃

いな演劇部の中でも、特に騒がしくて個性溢れまくって

るなぁと思っていたのが先輩方の代でした。そんなとに

かく面白い先輩方と一緒にいるのが本当に楽しくて、す

ぐに部活が大好きになりました。

　部活では舞台づくりの基本や演技・裏方の指導をして

もらったり、部活以外の時間でも部室に集まってひたす

ら喋ったりカードゲームやったりと、当時も今も優しくた

くさん接してくださってとても嬉しかったです。

　また、ばらばらで個性的に見えて、熱量や形は違えど、

演劇部員として一つひとつの舞台に気持ちを込めて取り

組んでいたことや部活を大事にしていたことを一緒に過

ごして感じていました。

　そして、先輩方は心から頼れる存在です。全員集ま

れば何でもできちゃうんじゃないかって思うくらいに、役

者や裏方の全役職をこなせてまさに適材適所なところや、

舞台づくりにおいて妥協せずに細かいところまで力注い

でいる姿が見ていて本当にかっこいいなと常日頃思って

いました。

　正直まだまだ頼りたいこともたくさんありますが、もっ

ともっと成長した演劇部を先輩方に見せるためにも、部

員全員で協力して演劇部らしさを受け継ぎつつ進化して

いきます。

　大好きな先輩方とともに活動できて非常に幸せでした。

たくさんの感謝と愛を込めつつ、春から社会人になられ

る先輩方を心より応援しています。

　今まで本当にありがとうございました！！！

演 劇部

在校生から
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4 年　唐丹

　光陰矢の如し。あっという間に四年間過ぎてしまった

が、入学時のぼんやりした青くさい自分をまだ明晰に覚

えている。日大で各国の文化や幅広い知識が勉強でき、

色々優秀な友達と親切な先生方に出会えてとても嬉しい。

　偶然の機会で華道部と邂逅したが、素晴らしい日本

の伝統文化と多種多様な美しい花たちに触れることがで

きた。そして優しい松浦先生と可愛い部員達に出会わせ

てくれた縁に深く感謝している。2020 年は大変な一年

であったが、人類が不屈に戦う一年でもあった。コロナ

が早く終息し、世界の人々が健康でありますように。

4 年　丹羽 真理

　華道部に入ったのは 3 年生の時で、遅いですが日本

の文化に触れてみたくて入部しました。元々花は好きで

すが、花の生け方や花の種類、知らないことがたくさん

あって、とても楽しく過ごせました。また、夏には部員の

みんなとの合宿があり、研究の材料として河津町の方に

訪問しました。初めて訪れるところがたくさんあって、自

然をも感じられました。そして、留学生との交流もあった

りして、いろんな人と関われたことがとても良かったです。

華道部

卒業生から

3 年　大槻 佳奈

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

　素敵な先輩方と活動できたことを嬉しく思います。普

段はお菓子を食べながら花を生けて、花を生けながら

授業の話や留学の話など様々な話を先輩方から聞くこと

ができました。その他にも文化祭での生け花やクリスマ

ス生け花、留学生との生け花や河津町訪問など、たくさ

んの思い出があります。その中で思い出すのは先輩方の

笑い声と笑顔です。素敵な先輩方と活動できて本当に

よかったです。ありがとうございました。

　卒業後も身体には十分気を付けて、お元気にお過ご

しください。機会があればぜひ華道部の方に立ち寄って

ください。部員全員お待ちしています。

在校生から
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4 年　植村 真登
　4 年間ありがとうございました。とりあえず皆さん麻雀やりま
しょう。

4 年　渡邉 光希
　麻雀をする機会がありましたらいつでもお誘いください！

4 年　悴田 諒
　皆さん今までありがとうございました。また何かご縁がありま

3 年　髙橋 陽平
　ご卒業おめでとうございます。先輩方のおかげで、楽しい部
活動を送ることができました。
　卒業後のますますのご発展をお祈りしています

3 年　内田 海友
　先輩方にはとてもお世話になりました。大学にも馴染めていな
い頃の私たちに優しく接していただき、わからない箇所も丁寧に

顧問　上田 龍太郎 先生
　ご卒業おめでとうございます！皆さんの熱い演奏＆パフォー
マンスを３年間楽しませてもらいました。新たな社会人生活に

したらよろしくお願いします。

4 年　桐生 健太
　軽音部に入っていなかったら、私の大学 4 年間は平凡に終
わっていたと思います。辛いことも楽しいことも、多くの経験をこ
の部活でさせてもらいました。自分と関わってくれた先輩、後輩、
OB、OGすべての方に感謝します。
　4 年間本当にありがとうございました。また、どこかで。

軽音楽部

卒業生から

在校生から

顧問から

教えてくださってとても嬉しかったです！社会に出てからもご活
躍を期待しております

3 年　坂間 智文
　先輩方卒業おめでとうございます。最初は不安でいっぱいな
大学での部活動でしたが先輩方のおかげでとても充実した時間
を過ごせました。本当にありがとうございました。

おいても益々の活躍をお祈りしています。新型コロナが終息し
たら、またライブハウスや富桜祭でお会いしましょう！
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3 年　井上 勇魚

　ご卒業おめでとうございます。学年が一つ違いなので、

一番長い時間を共にした先輩達でもありますし、何度も

助けていただいた先輩達でもあります。だからその分思

い入れも強い先輩たちです。先輩たちのいない部活と飲

み会は賑やかさと華やかさに欠けるとは思いますが、こ

れからも頑張っていくので遊びに来てください。美人揃

いの女性陣とクセの強い男性陣、マジで最高先輩たち

です！大好きです！

2 年　松本 真琴

　ご卒業おめでとうございます。私たち二年は先輩方と

活動できた時間は短かったですが、先輩方と一緒に活

動する時間はとても楽しかったです！2020 年はこのよ

うな状況で中々活動できなくて本当に悔しいです。もっ

と先輩方と活動したかったです卒業してもぜひ遊びに来

てください大好きです！

国際協力部

在校生から

顧問　冨岡 丈明 先生

　国際協力という言葉は、海外への支援だけでなく、日

本国内に住む海外の人たちを支援することでもあります。

そういう理念を持つ部活動を通じ、今皆さんは国際協

力の入り口にいます。その思いを忘れずに、今後も国際

協力人であり続けてください。

顧問から
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　KOMPIS（地域社会交流部）は三島の小学生と大学

生が地域と海外を感じながら交流を深めていく部活動

です。

　大学生ならではの経験と子どもたちの好奇心をもとに

企画や運営を行い楽しい学びを体験することができます。

イベントでは子どもたちの笑顔や輝く目を見ることができ

ます。子どもたちが喜ぶことを企画したり、私たちも新

しい発見を得ることができます。先輩たちの技術をたく

さん学ぶことができました。今後もこの機会や環境を大

事にし、感謝したくさんの経験を積んでいきたいと思い

ます。4 年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。

KOMPIS（地域社会交流部）

在校生から
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４年　氏家 美里

　4 年間、今思うととても早く感じます。特に入学当初

は初めての一人暮らしで寂しく感じることもありました。

しかし、そんな中でみんなとの茶道部の活動や、食事

に行って楽しく過ごした時間は、忘れられない思い出と

なりました。また、先生から教わった沢山のことをこれ

からの人生の糧にしていきたいです。これからも茶道部

の伝統が続いていけばいいなと思います。ありがとうご

ざいました。

4 年　渡邊 綾乃

　月日が過ぎるのも早いな〜と染々思います。4 年間の

部活動は、様々な出会いがあって、色々なことがありな

がらも、楽しい日々でした。こんな不甲斐ない自分と一

緒に活動してくれて、ありがとう。各々のこれから歩む

道が、良いものであると願っています。これからも楽し

く頑張ってください。

4 年　中村 光貴

　茶道部での時間はとても素晴らしい物でした。先生

や同期にも恵まれて人生を総括的に見れるようになった

気がします。茶道を通して沢山の事を学ばせていただき

ましたが、自分にとって糧になるものばかりでした。ま

た同じ教えでも捉え方次第でさまざまな糧になりうると

ころが面白いところだと思います。振り返ると感謝しかあ

りません。

茶 道部

卒業生から
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社会活動部 C S A の先輩の皆さんへ

　ご卒業おめでとうございます。

　私が初めて、社会活動部の部会に参加した際皆さんが

とても優しくて、初めの活動からとても楽しかったです！

　その後、献血活動や三島大社祭りのボランティアなど

様々なボランティア活動に皆さんと参加しましたが、優し

くて面白くて心から社会活動部に入って先輩方に会えて

本当によかったです。

　新型コロナウイルスの影響により、集まることができ

ず大変悔しいですがまたいつか必ず会いたいです。

本当に今までありがとうございました。

皆さんのこと大好きです！！！！！！

社会活動部 CSA

在校生から
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4 年 部長　國部 雅葵
　今までたくさんの思い出をありがとう。一緒に活動することができて、
てげ楽しかったです。ゆるくふわっと、ガチ勢、それぞれの形でこれか
ら先も写真を楽しんでください！

3 年　部長　大場 大輝
　卒業おめでとうございます。私は 2 年からの入部で1年間しか一緒に
活動ができませんでしたが、それまでの1年に比べて先輩たちと過ごし
た1年間は私にとってかけがえのない思い出でいっぱいです。楽しい思い
出をありがとうございました！これから先も素敵な人生を送ってください！

3 年副部長　佐藤 大樹
　4 年生の皆様の背中を私たちはずっと追いかけます。4 年生の皆様は、
夢を最後まで追いかけてください。追いかける姿を、私たちは応援し続
けます。頑張ってください。

3 年　副部長　村越 広幹
　4 年生のみなさんへ、ご卒業おめでとうございます。もともと観光サー
クル SEEDと写真部が合流し、そこからの富桜祭や夏合宿などの思い
では忘れられません。社会人になっても私たち写真部の事を忘れない
でください。応援しています！

2 年　金内 佑太
　先輩とは 2 年間ご一緒させていただきましたが、自分が入部したころ
から2 つ学年が離れているのにも関わらず可愛がっていいただきとても
うれしかったです！ありがとうございます！

4 年　副部長　芳村 年康
　一年間副部長として活動してきましたが先輩後輩隔てず和気あいあ
いと活動をしているところがとても好きでした。卒業した後でもその雰
囲気を大切に楽しく活動してもらいたいです！

2 年　松本 菜美
　ご卒業おめでとうございます！コロナがなければもっと先輩方と撮影
に行ったりして交流したかったです。これからの先輩方の活躍を期待し
ています。ありがとうございました！

2 年　渡邉 沙弥香
　ご卒業おめでとうございます。先輩方と写真部として一緒に活動する
ことができて幸せでした。新しいステージでも頑張ってください！ありが
とうございました。

2 年　根本 千輝
　先輩方、いままでありがとうございました。先輩方と一緒の部活で活
動できてよかったです。これからも頑張ってください！

顧問　上田 龍太郎 先生
４年生の皆さんへ
　ご卒業おめでとうございます！　撮影会や富桜祭、合宿などを通じ

写真部　

卒業生から

在校生から

顧問から

て、皆さんと沢山の楽しい思い出が作れたことを嬉しく思います。卒業
後の新たな社会人生活も幸多かれことを、心よりお祈りしています
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　今年度は年度初めからコロナ禍に見舞われ非常にま

まならない時期でありました。特に音楽団体である我々

にとっては試行錯誤の日々であり、結局満足のいくよう

な活動には至りませんでした。

　4 年生は少ない人数でありながらも面倒見がよく、部

活内外で下級生をサポートしてくれました。

及川さんは前部長として団体の運営に勤しんでいた姿を

部員であれば誰もが知っています。各部員の様子もよく

見ており、まさに模範的な部長でした。

　内野さんはカラオケが大好きで、後輩を連れてカラオ

ケに繰り出すことも度々ありました。同期ならいざしらず、

縦の関係を築くのは今の若者にとって非常に難しいとこ

ろであり、先輩後輩の垣根を越えた交流と言うのは大

変貴重だったと思います。

　星野成美さんは部活だけでなく学業にも積極的であり、

これに関してアドバイスを請われる姿もありました。もち

ろんその真面目な性格で金管パートをまとめるなど部活

にも大きく貢献してくれました。

　小山田弦さんは卒業前に退部してしまったものの、特

に 3 年生の男子にとっては同性の良き先輩として非常に

馴染み深い存在でした。2 年生次には自転車で事故を

起こした後輩の応急処置を行ったエピソードもあります。

　寺田慧さんは通称ジェームズと呼ばれており、貴重

なドラムの人材として演奏の中心的役割を果たしました。

また気さくな人柄から付き合いの深い浅いに関係なく誰

とでもフレンドリーに接していました。

　このように4 年生は少ない人数でありながらそれぞれ

が部活にとって重要な役割を果たしていました。皆さん

の今後の活躍を祈っております。

ジャズ & フュージョン研究部

在校生から
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4 年 　宮崎 江梨花

　" 音楽 " を通し、大切な仲間と出会えた吹奏楽での

思い出は、私にとってかけがえのない財産です。沢山の

イベントで演奏し、様々な音楽の形に触れてきましたが、

少人数での活動は、決して楽なことではなく、部長任期

中も多くのトラブルと遭遇し、心が折れた時もありまし

た。しかし、この経験を乗り越えたことで自分自身を成

長させることができ、何より仲間と深い信頼関係を築く

ことが出来ました。苦楽を共にした仲間に感謝の気持ち

でいっぱいです。ありがとうございました。

4 年　横山 優衣

　1年生の時に入部してから、少人数での部活の運営や

イベントの準備など大変なことがたくさんありました。で

もそれ以上に部員のみんなと色々なイベントでの演奏

をしたり、練習の日に話をしたりする時間がとても楽し

かったです。振り返ると４年間があっという間に感じます。

大好きな仲間とのたくさんの経験と思い出ができて、吹

奏楽部に入って本当によかったと思います。ありがとう

ございました。

4 年 　齋藤 萌香

　吹奏楽部に入って信頼できる仲間と出会えたことが大

学生活の中で一番大きな喜びでした。活動の中で協力

する大切さ、自分の気持ちを伝える難しさを学ぶだけで

なく、責任のある仕事をやり遂げた時には大きな達成

感を味わうことが出来ました。少人数でありながら、多

くの成果を上げ、充実した大学生活を送れたことは私の

自信となり力となりました。この経験を糧に、社会人に

なっても新しい環境で頑張っていきたいと思います。

4 年　漆畑 遥佳

　途中入部でしたが、とても温かく迎え入れてもらいま

した。忙しくてなかなか参加できませんでしたが、それ

でも参加したときには部活の一員として活動させてもら

え、安心できる居場所を見つけられた気がしました。吹

奏楽部に入ってからは、学校生活やその他の活動もさら

に頑張れました。最高な仲間たちとの出逢いをありがと

うございました！

吹奏楽部

卒業生から
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　先輩ご卒業おめでとうございます、今までありがとう

ございました。去年はコロナ禍というものもあり、全く

活動することができませんでしたが先輩にはとてもお世

話になりました！先輩とは約 3 年間のつきあいでしたが、

とても楽しかったです！スクリーン部での思い出は他にも

たくさんありますが、一番良かったのは先輩と作った自

主制作映画はとても楽しかったです。先輩の刑事役など

演技がとても上手かったのが良い思い出です。文化祭で

は教室の飾り付けや片付けなど誰よりも一生懸命手伝っ

てくださったことを忘れません！陰ながらスクリーン部を

支えてくださり本当にありがとうございました。これから

は先輩のように陰で部を支えられるように頑張りたいと

思います。3 年間今まで本当にありがとうございました。

卒業しても、またいつか必ず会いましょう！就職先でも

頑張ってください！応援しています！

スクリーン部

在校生から
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①我一直认为，学习一门语言最好对所学语言的“内核”

也要有一定的认识。何为“内核”？举个例子，古代贤

人庄周在《逍遥游》一文中写道：“适莽苍者，三餐而返，

腹犹果然；适百里者，宿舂粮；适千里者，三月聚集粮。

之二虫又如何？”其论述的观点与我们今天常说的“要

有格局”有几分的相似。这可以说是古人的文字对我们

思想的潜移默化，也可以说是古人通过文字传达的一些

哲学观念至今也是通用的。这些通过文字形式被传承下

来的“哲学观念”或者说“想法”就是我所说的“内核”

③令和の始まりとともに中国語研究会も新たな始まりを

迎えました。これから更に日中関係は活発なものになっ

ていくと言われていますが、深く相互理解ができるよう

に私たちは中国語能力向上だけでなく、中国語を操る

方々の文化を学んでいきたいと考えています。

　日中関係は度々険悪になりますが、そのような中でも、

私たち中国語研究会は日本と中国との交流を絶やすこと

なく続けていきたいと考えています。

②もともと活動休止していた部活で最初は人数が少な

かったけれど、部員をはじめ多くの人の協力で人数が増

えたので感謝しています。最初は手探りで進めていたの

で様々な問題が発生し、その都度活動内容の変更など

をしましたが協力して参加してくれました。途中から部員

の多くの人が積極的に発言したりメモを取ったりしていて、

熱意を感じました。…

　活動を始めたばかりで困難な事もあると思いますが、

みんなで楽しく頑張ってください。

④中国語研究会では、中国語の話す、聞く、書く、読

む力を身につけたい仲間や中国の文化や政治経済につ

いても興味を持っている仲間と一緒に活動をしてきまし

た。中国からの留学生との交流を通して、授業では学

べないネイティブが使う表現や現地の流行など知ること

ができ、とても有意義な時間を過ごすことができます。

中国語の力を武器としてそれぞれの人生の幅を広げてい

けるよう今後も頑張っていきましょう。

中国語 研究会
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相良

　私が独逸語圏研究会に入ったことで先輩後輩の縁が

広がりました。先輩たちと話す機会が増え、ドイツ人の

先生の研究室で会話の練習をし楽しい時間を過ごせま

した。夏期にドイツへ留学した際には一緒に行き富桜祭

の買い出しなどとても楽しく、また頼りにさせて頂きまし

た。今年度は機会が無かったため情勢が落ち着いたら

お会いできたら嬉しいです。

池谷

　入ってよかったことはまずドイツ語の勉強を先輩が見

てくれ、独検とか一生懸命やっていました。また友人達

と部室とかに集まる機会ができ楽しかった。

石黒

　富桜祭に参加した際に、部活のことなどで悩んでいる

ことに対して先輩に相談に乗っていただくことがありまし

た。授業やサークル外で親しい先輩がいなかったため、

そうして話を親身に聞いて答えてくださる先輩がいてくだ

さったことがとても嬉しかったです。優しい先輩がいるだ

けでなく、ドイツ語研究会には先輩や同学年の人とより

仲良くなれるイベントがあり、クリスマスマーケットにはド

イツの食事などを楽しめるもので、サークルメンバーと楽

しくドイツ文化を楽しめる良い機会でした。優しくして下

さった先輩方が卒業してしまうことが寂しく感じます。し

かし、今度は私がして頂いたことを返す番になりますので

後輩たちのサポートを行っていきたいと思います。ご卒業

おめでとうございます。

佐野

　ドイツについての歴史や文化をより深く学べたこと。

サークルの交流内でも、今まで知らなかったドイツの事

情などさまざまな情報に触れ、後の短期研修や大学生

活を考え直すきっかけになったこと。わずかな時間、機

会でしたが、ここで得たものはとても多く励みになりまし

た。今までありがとうございました。卒業後のご活躍も

応援しています。

川端

　良かったことは同じ方向に興味がある人との出会いが

あることと、ドイツ語の文法が複雑なこともあり、言語

の文法がいかに大切か改めて思い知らされました。

独 逸語圏研究会

在校生から
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4 年　南輝

　日韓交流会ヘミルでは韓国のことを深く知ることができ、時

には韓国の留学生とともに韓国料理の料理対決などを通じて

3 年　唯衣

　卒業おめでとうございます。コロナの影響で就職活動など

大変だったと思います。大学最後の一年があっという間に過ぎ、

なかなか楽しく過ごすことができなかったのではないでしょう

か。4 年生の皆さんの将来がこの先ずっと明るいことを願って

います。先輩方と出会い、過ごした大学生活は楽しかったです。

ありがとうございました。

3 年　栞・のどか・ゆり

　卒業おめでとう御座います。そして大学 4 年間お疲れ様でし

た。へミルを盛り上げてくださり、ありがとうございました。人

それぞれ違う道を歩くと思いますが大学生活で学んだ事を生

かして頑張って下さい。応援しています。

3 年　理子・大森

　先輩方、ご卒業おめでとうございます。一昨年、昨年の料

理教室や富桜祭準備などでは本当にお世話になりました。特

に富桜祭準備では率先して活動に参加していただき、その中で

様々なお話が聞けて、とても楽しい活動になりました。ありが

とうございました。これからも先輩方のご活躍を陰ながら応援

しています。

2 年　隼人・奏炫・龍太郎・柊哉・あおい

　短い間でしたがお世話になりました。一緒に韓国料理作った

りパーティーしたりできて楽しかったです。社会人大変だと思

いますが頑張ってください。ありがとうございました。

2 年　辰弥・賢・だいき・祐雅

　ご卒業おめでとうございます。みなさんと一緒に韓国料理を

作って食べたことは僕らの思い出です。１年生の時は食事に連

れて行ってくださったり、楽しい企画、運営を作ってくださった

り、ありがとうございました！コロナ収まったら遊びに来てくだ

さい！就職しても頑張ってください！応援しています！

日韓交流会ヘミル

卒業生から

在校生から

その国独自の特色や文化を知ることができるのでここでしか味

わえないとても良い体験がたくさんできると思います。
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勝又 優帆

　4 年生の皆さんご卒業おめでとうございます！

　Buddy に入って、個性的で素敵な先輩方と出会えて

本当に幸せです。

　前に出て部員をまとめ、一生懸命準備していた様子、

イベントを盛り上げてくれた姿は私たちのお手本となり、

かっこよかったです！

　今までお疲れ様でした。そして、Buddyを支えてくれ

てありがとうございました。

　先輩方との思い出は忘れません！いつでも遊びに来て

ください！

2 年生一同

　4 年生の皆様この度はご卒業おめでとうございます。

先輩方のこれからのご活躍を心より期待しております。

また、我々も先輩方が繋げてきたこの BuddyProgram

を途絶えさせることなく、より成長させようと思いますの

で応援のほどよろしくお願い申し上げます。

高相 香穂

4 年生の皆さんへ！

　御卒業おめでとうございます

　先輩方には、いつも様々なことで助けていただき、沢

山の事を教えていただきました！本当にありがとうござい

ました。

　先輩達に教えていただいた事を基本にBuddy…Program

の素晴らしいさを後輩へ引き継いでもらうため、しっか

りサポートしてまいります。

　先輩方のこれから益々のご活躍をお祈り申し上げ

ます

Buddy Program

在校生から
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写真：2019 年の富桜祭時

　この年の富桜祭のテーマは「文字」で合作作品とし

て 50 音をそれぞれ部員が絵にして巨大な絵として創作

した。また個人でのテーマ作品として令和へと元号が変

わったことでそれぞれ「れいわもよろしく」と一文字ずつ

それぞれ絵を描いた。展示以外にもプラ板体験も開き、

老若男女の人たちがきて、楽しんでもらった。

　また、この年に油絵のセットを買い、部員みんなで初

めての油絵作成に取り組んだ。油絵の具が乾くのに時

間がかかったため、製作時間がかかったが、筆の動き

が実感でき、水彩やアクリル絵の具で描くのとはまた違

い、みんなそれぞれ初めての油絵を楽しんだ。

　21卒の1年生のとき、富桜祭のテーマが「食べ物」

であり、先輩たちの作る食品サンプルやイラストに驚愕

した。2 年次は、「季節」がテーマとなり、みんなで抽

象画を描いた。普段描くものとは異なり、新鮮であった。

　毎年、校舎で富桜祭していたので、作品を展示する

ためのパネル運びなど、部員も少なくて、大変だった。

それに対し、2020 年はコロナ蔓延ということで入校も

できなくなり、オンライン富桜祭となった。オンラインと

いうことで、例年通りの合作作品と自由作品を発表する

形で動画を作製した。集まることも難しく、合作作品は

「地水火風」にちなんだ絵を描き、それを組み合わせた。

また、富桜祭実行委員から富桜祭ポスターのデザインを

依頼され、自分たちの絵が形となって見え、嬉しかった。

　2020 年の部活動は、前期は自粛で活動できなかっ

たが、後期ではオンラインで活動するようにした。毎週

ごとにイラストお題を出し、次の活動日に見せ合い、講

評会をした。毎週描くことで画力向上に努めた。

　2020 年で今までとは大分異なる活動体系となったが、

芸術活動は個人でもできるため、部活を続けることはで

きた。新入生勧誘できなかったけど、昨年と同じメンバー

で合宿や毎週のリモート部活動によりさらに親交を深め

ることができた。

美術部

卒業生から
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4 年　掛井 歩
　沢山の思い出、個性的な友人が沢山できました！ありがとう

ございました！

4 年　真栄城 有矢
　部員全員で参加した富桜祭が1番の思い出です！皆で協力し

て仕事を無事終わらせる事ができた達成感は最高です。放送

部のおかげで楽しい大学生活になりました！4 年間ありがとう

ございました。

4 年　籔田 倫正
　私達放送部は、主に音響機材を操作する音響班と照明器具

を操作する照明班の２つに分かれています。主な活動内容とし

ては、大学内にある多くのダンスサークル団体と連携して、そ

のダンスサークル団体が大学内で定期的に行っている学内パ

2 年　全奏 炫
　短い間でしたが、親切にしてくださってありがとうございました。

とてもフレンドリーに接してくださって楽しい時間を過ごせました。

機材とかの説明も詳しく教えてくださってありがとうございました。

フォーマンスのイベントの運営のサポートです！

4 年　内田 大介
　まずは今まで楽しい思いをさせてくれて、濃密な期間を過ご

させてくれてありがとうございます！高校まで一つの物事にし

か集中してなかった自分が、多様な価値観を身につける良い

きっかけになりました！人として成長できたのも、いろんな価値

観を身につけることができたのも、この部活に勧誘してくれて、

活動させてもらえたからだと思ってます！みんな本当にありがと

う！本当に優しい仲間に囲まれて幸せでした。こんな自分でも

良ければ、今後もぜひ絡んでください！

4 年　寺田 慧
　部員少ないんで何としても入ってください

2 年　竹内 璃穏
　この部活に入っていなければ経験出来なかったような、プロ

の音響の方との関わりや、表舞台を支える照明の仕事にとてもや

りがいを感じられています。ご指導ありがとうございました。こ

の状況が落ち着き、文化祭が出来る時が来たら、是非見に来て

いただきたいです。

放 送部

卒業生から

在校生から
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２年　部長　藤田 基生

　ご卒業おめでとうございます。この大変な状況の中、

接する機会はそこまで多くなかったことはとても残念で

したが、先輩方が残してくださったものを継承していけ

るように全力で頑張っていきたいと思います。卒業後も

自身の目標に向かって頑張ってください。先輩方が健

やかな新生活を送れることをお祈りします。社会に出て、

大学生活とはまた違った苦難があるとは思いますが頑

張ってください。ありがとうございました。

2 年　副部長　山﨑 媛加

　ご卒業おめでとうございます。

　いつも優しくご指導頂き、本当にありがとうございま

した。私は、先輩方の背中を見て大学生活を過ごして

きたので、お会いする機会が減ってしまうのはとても寂

しいです。けれど、先輩方のように、これからも勉強や

サークル活動を頑張っていきたいと思います。

　先輩方のご活躍をお祈りしています。

　ありがとうございました。

2 年　一石 悠

　このたびはご卒業おめでとうございます。短い間でし

たが、大変お世話になりました。先輩方のおかげで多

模 擬国連三島部

在校生から

様な視点を知ることができ、充実した時間を過ごすこと

ができました。ここから、新しい人生がスタートするか

と存じますが、ぜひ先輩方が持っている素晴らしいもの

を生かして、富嶽の如く堂 と々躍進していただきたく思

います。今後のご活躍をお祈りいたします。

1 年　山田 夕理

　この度は、ご卒業おめでとうございます。

　この環境でしたので、お会いすることは難しかったで

すが、先輩方が残してくれた組織や勉強の成果を基に、

私たちも頑張ります。先輩方も、新しい世界で頑張って

ください。

１年　仇 英嬌

　お世話になりました。いつも先輩のご指導のおかげで、

模擬国連大会開催することができました！今まで本当に

ありがとうございました。

　優しい先輩と離れ離れになるのは寂しいけれど、いつ

までもお元気でいてください。

　どうかお体に気をつけて、これから新しい道を歩み飛

躍されることを願います。

　ご卒業おめでとうございます！
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4 年　後藤 佑
　私たちWorld…Smile…Project は、学食のメニューを考案・

販売し、その売り上げの一部を途上国に届けるという活動を

行っています。

　私には、人との関係が希薄になった今だからこそ伝えたい

メッセージがあります。

　それは「皆で囲んで食べる食事は美味しい」ということです。

当たり前が壊れた今だからこそ、人を思いやる気持ちを大切に

してください。

　再び、皆が笑って食卓を囲む世界が訪れますように。

4 年　外岡 渚
　WSPのおかげで、大学生活が充実していたので入って良かっ

たなと思います。特に大学３年生の富桜祭では、副部長として

仕事を任せてもらい色 と々慌ただしく過ごしていましたが、部

員が支えてくれて協力してくれたことがとても嬉しかったです。

2 年　若林 億

　4 年生が卒業するにあたって、いかに先輩たちの存在によっ

てWSP が支えられてきたのかを改めて感じさせられました。個

性豊かなメンバーで、どのような状況も柔軟に対処してきた先輩

たちを模倣していきたいと感じました。

　また、売上目標数も達成できたので部員には感謝の気持ち

でいっぱいです。毎週当たり前のように会っていた部員達と会

えなくなるのは寂しいですが、社会人になってからもこの繋が

りは大切にしたいなと思います。

4 年　山本 恭平
　WSP 部では「食」をテーマに、多くの人と繋がりを持って

活動できたと感じています。全員で協力して、学食メニューの

考案や、宣伝をすることができて嬉しかったです。さらに、地

域との交流もあり、有意義な大学生活を送ることができました。

活動だけでなく、合宿や富桜祭で楽しい時間を過ごせたことも、

大切な思い出です。部員の皆さんには、感謝の気持ちで溢れ

ています。WSP 部を通して関わった皆さん、本当にありがとう

ございました！

　昨今の状況によって、活動が制限されている状態ですが、先

輩たちのような協調性、判断、行動力に基づいて、活動を絶

やさないようにしていきたいと思います。4 年間お疲れ様でした。

本当にありがとうございました。

World Smile Project

卒業生から

在校生から
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執行部　3 年　井上 雄祐
　4 年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

　先輩方と一緒に富桜祭実行委員会の活動ができてとて

も楽しかったです！社会人になっても目標に向かって努力

できる先輩方らしく何事も諦めずに頑張ってください！

来年以降も代々受け継がれていく富桜祭でお会いできる

日を楽しみにしています！

　改めて卒業おめでとうございます！

執行部　3 年　小板橋 笙汰
　私たちがこの状況下でオンライン開催を実行できたの

は、昨年度までの先輩方が引き継いで下さった熱き想い

があってこそだと考えております。

　この先困難なこともあるとは思いますが、先輩方らしさ

を忘れずに頑張ってください。大変お世話になりました。

　ご卒業おめでとうございます。

執行部　3 年　土屋 理映
　４年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます！！

　富桜祭実行委員会での関わりを通して、４年生から沢

山のことを学びました。

　短い間でしたが個性豊かな先輩方と関われて嬉しかっ

たです。

これからの健闘を祈っています。

執行部　3 年　小野 琴音
　私たちが第 70 回という記念すべき文化祭を開催でき

たのは、先輩方が多くの時間を割き築き上げてきた基盤

があってこそです。誠にありがとうございました。社会人

になっても先輩方らしさを忘れず頑張ってください。

執行部　2 年　上野 あい
　4 年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。短い期

間ではありましたが、皆さんと共に富桜祭実行委員会とし

て過ごした日々はとても楽しい思い出で溢れています。皆

さんがこれから素晴らしい人生を歩まれることを心から

願っています。

執行部　2 年　石田 真由佳
　4 年生の先輩方ご卒業おめでとうございます！

　今年の富桜祭はコロナの影響でオンラインとなってしま

い、例年通りとはいきませんでしたが、来年以降、いつも

通りの富桜祭が開催されたらまた遊びに来てください！！

優しくて個性豊かで明るくて、私たち後輩が大好きな 4

年生の先輩方に会えることを、後輩一同楽しみにしてい

ます！！ご卒業本当におめでとうございます

富桜祭実行委員会

在校生から
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