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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
日本大学短期大学部（三島校舎）

体育会・文化会卒業生

「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。4年間、

或いは2年間の体育会及び文化会活動、大変お疲れ様で

した。

　今、卒業を前にして、学生生活を振り返り皆さんの心に

は何が浮かぶでしょうか？…コロナ禍での日々の練習や創作

活動、また大会での勝利や敗北、発表会での入賞や創作

物を創り上げたシーンでしょうか？

　そこには多くの喜びと共に、数々の困難や苦労があった

と思います。皆さんはそれらの喜び、困難、苦労の経験を

通して、一つ一つ成長し自信を深め、仲間との信頼と絆を

築き上げたことなどを、今後の人生の歩みを進める糧として

欲しいと思います。

　そして、皆さんはこれから大学を卒業し、社会人として

の新しい人生のステージへと進みます。そこでは学生時代

に勝るとも劣らない喜びや楽しみ、そして、これまでとは違っ

た困難や苦労に遭遇することでしょう。

　しかし、心配する必要はありません。

　創立130余年の歴史を誇る日本大学は、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踏み出す人生の新しいステージに

は、これまで日本大学を支え続けた122万人を超える先

輩たちが待っています。皆さんも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。

　皆さんのこれからの前途洋々たる人生の歩みを心から祈

念申し上げます。

祝辞

国際関係学部…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、この点ですでに一歩

リードです。

　また、皆さんは大学生活の 4 年間、日々練習に励んで

こられたと思います。その中で培われた目標に向かって

努力する姿勢、物事をコツコツと継続できた習慣は得た

くてもなかなか得られない財産です。それをこの 4 年間

で得ることが出来たことを皆さんは自信とし、その自信を

武器として社会の荒波の中に羽ばたいていってほしいと

思います。

　次に、これから先の人生で時には辛く苦しい時も訪れ

るかもしれません。そんな時に思い出してほしいのは一

緒に4 年間を過ごした友の存在です。友もどこかで頑

張っていると思うと不思議と力が湧いてくるものです。こ

れからも友を大切に。

　皆さんの今後のご発展を祈って、お祝いのメッセージ

といたします。

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。キャ

ンパスから臨まれる富士山をはじめ、四季の移り変わり

が美しく反映される三島で、皆さんは大学生活を過ごさ

れました。後半は新型コロナが、学業にも部活動にも大

きな影響を与えることになりました。しかしその試練の

時もまた、友人たちと交わす一つひとつの言葉の大切さ

を知ったり、新しい表現方法を模索する刺激を得たりす

る、貴重な経験となったのではないでしょうか。

　文化会に属する皆さんは、日々の生活から彼方の世

界へと幅広く開ける視点をもって、多彩な活動をしてき

ました。音楽、絵画、写真、言語、国際交流、伝統作

法など、それぞれの興味に従って、仲間たちと、時には

初めて会う人 と々、互いの世界を交錯させ、新しい世界

を開拓しました。

　文化とは、たとえば共通の価値観を持つ人々がその活

動から創り出す領域であり、独自の集団生活の様式で

あり、そこに属する人々が共有する世界です。国際関係

学部の文化会でも、そうした小さな文化圏が重なり合い

連なって共存してきました。その豊かな彩りは、萌芽祭

や富桜祭といったイベントでも見られたはずです。それ

は皆さんが自主的に学び、創造し、楽しみ、唯一無二

の経験として獲得してきた、まさに「自主創造」の成果

でした。

　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。部活動を通して得られた大学での貴重な経

験が、これから先の皆さんの社会生活や人生を支える

大きな柱となりますように。

文化会担当体育会担当

教授

橋本 由紀子 
教授

岡野 雄司

祝 卒業 祝 卒業
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第52代　体育会執行部

委員長

北村 洸
（陸上競技部）

　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。

　皆様におかれては、代々の先輩方が送ってこられたキャ

ンパスライフとは一変し、新型コロナウイルス感染症の影響

を受け、在学期間の大半を、オンラインを活用した新たな

生活様式の中で過ごすことを余儀なくされてしまいました。

　特に、リモートで代替できる活動にも限界のある体育会と

しては、校内施設の使用も大幅に制限される中で必ずしも満

足のいく活動ができず、その点においては残念でなりません。

　そのような状況下ではありましたが、皆様が築き上げて

こられた伝統を守るため、また、いつか普通に活動を再

開できる時期がやってくることを信じて、感染対策を講じ

ながら新入生の勧誘を行ったことや、オンラインを活用し

た部員とのコミュニケーション維持を図ってきたことは貴重

な経験となりました。

　更に皆様は、就職活動においても、オンラインでの企

業説明会や面接を中心としたものとなるなど、これまでの

常識が通用しない中で大変な思いをされたと思います。

　コロナ収束後も、この新たな生活様式は、ある程度は

日常の中に根付いていくのではないかと思っています。こ

れから社会に出ていかれる皆様は、新たな生活様式の先

駆者として、学生時代の様々な貴重な経験を活かしてご活

躍されると信じております。

　最後になりますが、あらためまして、卒業生の皆様の今

後の更なるご活躍をお祈りいたします。ご卒業、誠におめ

でとうございます。
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第52代　文化会執行部

副委員長

山本 岳郁
（ジャズ＆フュージョン研究部）

第52代　文化会執行部

委員長

横田 桜
（演劇部）

　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様でした。勉

学はもちろんのこと、部活動で得た経験は今後の人生に

おき、大きな財産になると思います。

　ご存知の通り、新型コロナウイルスが我が国で拡大を

見せ、昨年度同様に本年度も部活動を含め構内での活

動が厳しいものになりました。授業についてはオンライン

や後期からは通常登校のものもあ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

年でした。

　しかしそんな中私は、部員たちと協力し、コロナ渦でも

出来る事を考え、活動再開に向けて、SNS での新入生

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。

　この経験は私を大きく成長させてくれたため、今後の

就職活動等にも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、貴重なものだと私は思います。卒

業生方の皆様には、コロナ禍での経験を活かし、卒業後

でも、それぞれの道でのご活躍を願っております。

　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（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・

サークル活動をされていた皆様、今までご指導頂きあり

がとうございました。…

　昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルスの影響で

十分な活動ができない年となってしまいました。せっか

くこの美しい三島にキャンパスが置かれているにも関わら

ず、1年間のほとんどがオンライン授業やオンラインでの

部活動となり、とても残念です。…

　全てが初めての事だらけだった昨年と比べて、今年は

この事態に幾分か慣れ、冷静に対処することができたと

感じています。社会でも今やオンライン授業・テレワーク

は当たり前となり、マスクをしていない素顔がむしろ新鮮

に感じるようになってきました。…

　今年度の対面での活動時も、もちろんマスク着用だっ

たため、新入部員の素顔を見たことが無いまま卒業され

る方もいらっしゃるのではないでしょうか。…

　そんな、3年前には想像もできなかった制限の中で部

活動を継続できたことは、ひとえに卒業生の皆様のご尽

力の賜物です。昨年度そして部活動によっては今年度、

皆様がコロナ禍の新様式に適応した活動方法を暗中模索

し、未知の環境での活動を“先駆け ”となって引っ張っ

てくださいました。SNSでの新たな活動など、皆様に作っ

ていただいた基礎のおかげで、今日の部活動が成り立っ

ています。先輩方の熱い想いを引き継ぎ、益々文化会の

部活動が発展していくようこれからも勤しんで参ります。…

　今後の皆様のさらなる飛躍をお祈り申し上げます。…
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日本大学国際関係学部
日本大学短期大学部（三島校舎）

体育会・文化会

卒業生に向けて
贈ることば
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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

禍ですが現在就職している現場で頑張ってください。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

3 年　恩田悠佑

～ 4 年生のみなさんへ～

　4 年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。そ

して 3 年間ありがとうございました。先輩たちは個性的

で面白く、それぞれが自分のカラーを持っていて気さく

な方でした。入部当初より授業やゼミの事、就職活動

の事、他にもいろいろなこと教えてくださいました。剣

道がみなさん強くて、結局勝てずじまいで終わっちゃい

ましたね。自分が 1年生の時の富桜祭での模擬店は練

習したかいもあり、当日たくさん売れてすごく楽しかった

です。またコロナ禍になっても剣道部のインスタ開設を

してくださりありがとうございました。おかげさまでたく

さんの後輩たちが入部してきてくれて、部の継続ができ

ております。自分が引き継いだ後も、部内大会の企画・

当日のお手伝いや秋に稽古へ来てくださりとても助かり

ました。来年度から自分は最高学年になりますが、先

輩たちの良い部分を後輩たちに伝えつつ、剣道部らしい

部活動にしていけるように頑張りたいと思います。時間

がある時に部活の方へ遊びに来てくださいね。本当に今

までありがとうございました。
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五十川 陽登

　4 年間ありがとうございました。今年もコロナ禍でな

かなか思うように練習や試合ができないことがあったと

思いますが、この 4 年間先輩や後輩に恵まれていてと

ても楽しかったです。後輩の皆さんは大学生活と部活動

をこれからも頑張って下さい。ありがとうございました。

元部長３年　新藤 凜

　4 年生の皆さん部活生活お疲れ様でした。私達 3 年

が部活を引っ張っていく時、細かく引き継ぎをして下さっ

てありがたかったです。また部活に遊びに来て下さい。

お待ちしています。

現部長 2 年　中台 悠人

　私達 2 年生の入部はコロナの影響で大幅に遅れ、わ

ずか 3人という人数であるにも関わらず、4 年生の先輩

方はとても暖かく迎え入れて下さいました。また、私達

が部活のことで悩んでいると、優しくアドバイスを下さり、

森田 賢

　ついこの間大学に入学して部活に入ったつもりが、気

づけば4 年が経ち、月日の流れを感じています。たくさ

んの仲間に恵まれて充実した部活動ができたことを部員

のみんなには感謝しています。ありがとうございました。

元部長 3 年　泉水 啓伸

　4 年生の皆さん学生生活お疲れ様でした。1番お世

話になり1番遊んでくれた4 年生にはとても感謝して

います。引退した後でも部活動に参加して下さりコロナ

禍でも私達は充実した部活を送ることができています。

卒業した後でもまたいつか遊びに来て下さい。

硬式テニス部

卒業生から

在校生から

本当に頼りになる存在でした。私達も先輩方を見習って、

後輩に頼られる存在になれるよう努力していきます。4

年生の先輩方、本当にお疲れ様でした。
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ゴルフ部
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3 年生代表　山川 連也

　3 年間ありがとうございました。コロナの影響で、先

輩方と一緒にプレーすることがあまりできませんでした

が、先輩方と一緒にサッカーをすることがとても楽しかっ

たです。

　プレー面でもサッカー以外でもとても優しくアドバイス

をしてくださり、とても尊敬をしていました。

　来年、先輩方の良さを引き継いでいけるように頑張っ

ていきます。ありがとうございました。

2 年生代表　尾崎 大翔

　4 年間お疲れさまでした。先輩方と一緒にできたのは

2 年間という短い期間でしたが、僕にとってはとても濃

い時間を過ごせました。サッカーの面で学べる部分も多

かったですが、優しく接してくださったことでサッカー以

外での部分で学べる部分が多くありました。不安な時で

も先輩方がいたから頑張ることができました。先輩方か

ら培ったものを引き継いでいけるように頑張ります。あり

がとうございました。

1 年生代表　片山 雄介

4 年生の先輩方へ

　コロナ禍で何もかも不安だった入学当初。そんな中で

4 年生の方々は 3つも年の離れた僕たちに対して、気を

遣わなくていいよ。と言わんばかりに優しく接して下さり、

そのおかげで練習中も上級生にも怖気付かず思い切り向

かっていくことができました。先輩方が僕たちにくれた温

かさを来年以降に入学してくる後輩たちにつないでいきた

いと思います。この1年、一緒にボールを蹴れて楽しかっ

たです。短い間でしたが、本当にありがとうございました。

サッカー部

在校生から
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３年　高橋 辰郎

　ご卒業おめでとうございます！

登山初心者の私たちを励まし、山頂に導いて下さったこ

とを今でもありがたく思っています。これから社会人に

なりお忙しい日々が続くと思いますが、心身共に健康第

一でご活躍下さい！

３年　石川 友都紀

　一年で何も分からなかった頃、樋渡先輩は気軽に話

しかけてくださったおかげですぐに打ち解けることがで

きました。山行が明るい雰囲気になったのは樋渡先輩

のユーモア力だと思っています。ご卒業おめでとうござ

います。

在校生から

４年　樋渡 健太

山岳部

卒業生から

顧問　石川 元康先生

　ご卒業おめでとうございます。部活動を通して友人達

と語らい、励ましあったことと思います。学生時代に得

た友人を人生の宝とし、社会で活躍されることを期待し

ております。

顧問から
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4 年　河野 航

　私は準硬式野球部に入部して多くの先輩、同期、後輩

に恵まれて充実した生活を送ることができました。朝早く

からの練習や自主練習、試合前みんなで集まって熱い意

見をぶつけ合った3時間ミーティング、1000本ノック、ベー

スランニング100周、これらの苦しかったことは今ではい

い思い出です。これらの努力で目標を達成した時の達成

感は今でも忘れられません。試合は真剣に試合外では面

白いみんなが大好きです。後輩達には大きな目標を持っ

て、精一杯努力してほしいです。最後になりますが、準硬

式野球部に入って心の底からよかったです。涙が出てきま

した…

4 年　見良津 碧斗

　私は、準硬式野球部に所属し、沢山の仲間、指導者

に恵まれ、野球のスキル、人間性を更に鍛える事が出来

ました。

　他大学にも負けない、多い練習量の中で、辞めていく

同期も多い中、3 年生になると沢山の愉快な新しい仲間

が入部してくれ、戦力もユーモアもアップしました。その

おかげで、厳しい戦いを勝ち抜き、1部リーグに昇格す

る事が出来ました。

　私は準硬式野球部の皆んなに感謝しています。皆んな

が大好きで。愛しています。これからも仲間として、歳をとっ

ても酒を飲んで語れる仲でいましょう。

　準硬式野球最高。みんな大好きだ！

3 年生　溝口 統吾

　4 年生の皆さん。今まで本当にありがとうございました。

4 年生との活動は、どれもとても楽しい思い出です。途

中から入部した僕を受け入れ、試合に出させていただき

本当に感謝しています。1試合1試合を、先輩方と全力

準硬式野球部

卒業生から

在校生から

で勝ちにこだわりプレーすることができ、とても熱い気持

ちになることができました。皆さんと1部昇格を果たすこ

とが出来たことを嬉しく思い、自分の誇りになりました。　

卒業されても、皆さんの活躍をご期待致します。
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四年生の皆さんへ

　４年生の皆さん今までありがとうございました。

先輩方からは良いことも良くない事も沢山学ばせていただ

きました。そのおかげで今の自分やみんなの姿があると

思います。

　特に陸さんはずっと部長として僕達を引っ張り続けてく

ださり、とても感謝しています。この3 年を通してとても

充実した部活動が送れたのは陸さんの頑張りがあってこ

そです。一生残る思い出を作っていただき、ありがとうご

ざいました。

　長谷川さんは、最初はちょっと怖いイメージでしたが、

関わっていくうちにとても優しい人だということに気づきま

した。後輩である自分達の世話をして下さったり、副部長

として試合の申し込みなど率先して行っていただき、入賞

することもできてとても満足した試合をする事ができまし

た。ありがとうございました。

　中丸さん、自分達が２年生になってからあまり顔を出し

てくれず、みんなほんとに寂しがっていました。常にこん

なに元気でこんなに面白い先輩は初めてでした。心配な

軟式テニス部

在校生から

ことばかりある先輩ですがみんな大好きです。ありがとう

ございました。

　ゆうこさん、元気で優しく、そして美人（笑）まるでみ

んなの母のような存在でした。あまり女子が部活にいな

い中でしっかりと参加して常に元気を分けていただきまし

た。大変なことがあった時には庭球部を思い出して元気

出してください。ありがとうございました。

　あやかさん、部活１癒しである先輩がコートの屋根が

壊れたり、留学やコロナが重なり会えず、みんな泣いてい

ました。なかなか一緒にテニスやる機会が 3 年間通して

少なかったですが、それでもとても良い思い出が沢山あり

ます。ありがとうございました。

　もっと他にもありますが、沢山の思い出をありがとうご

ざいました。先輩方から学んだことを次の代にも引き継げ

るように頑張るので応援お願いします。社会に出る先輩

方はとても大変だと思うので、気分転換にいつでも部活

に顔出ししてください！

　本当に今までありがとうございました。

部員一同
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　軟式野球では、様々な経験をすることができました。私たち

が中心となって、部活動を進めていこうとしていた時に、コロナ

ウイルスが流行しました。その影響で、思うように活動が出来

ず、もどかしい日々を過ごしていました。在校生の皆さんも同様

に、コロナ渦によって、諦めたこと、我慢したことがそれぞれあ

ると思います。そんな異例な期間の中、軟式野球部に入部、残っ

てくれたことにとても感謝しています。

　また、少し収まった期間がありましたが、そんな短い時間でも、

部活動に参加してくれたことで、部活動をすることができ、また、

引退しても尚、部活動にお邪魔したことで、やりにくいことだっ

たと思いますが、それでも私たちと、一緒に野球をしてくれて…

　４年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。私達が入部す

る際、温かく迎えていただき、そして練習や遠征では私達も楽

しめるように明るく、楽しい雰囲気を作っていただきありがとう

ございました。初めて軟式野球部の練習に参加した時は、先輩

方と野球をすることに緊張していましたが、４年生の皆さんは優

しく接していただき、おかげさまで私達は楽しく野球をすること

が出来ました。

　４年生の皆さんが３年生の時にコロナウイルスが流行し、思う

ように部活動が出来なかったと思われます。そして軟式野球部

を引っ張っていく立場でありましたが、例年とは異なった状況に

なってしまい、不安なことがあったと思われます。そんな状況の

中でも後輩達を引っ張っていただき、本当に助かりました。私

軟式野球部

卒業生から

在校生から

ありがとう。

　思い返すだけでも、後輩たちには感謝しかありません。こん

な素晴らしい後輩たちと満足に部活動をできなかった事は悔や

まれますが、それでもこれまでの間、一緒にできたのは、とて

も楽しかったです。

　最後になりますが、大学生には、様々な経験や体験が出来る

時間と体力があります。この期間を生かすも殺すもこれからの行

動次第だと思います。全力で試合に勝ちに行く部長や、飲み会

にこそ全力を尽くす先輩たちはいなくなります。なので、自分た

ちなりの軟式野球部で野球を全力で楽しんで、残りの学生生活

を充実させて下さい。ありがとうございました。

達も４年生の様な優しく、逞しい先輩になりたいです。

　今年の１１月に行った山中湖遠征が４年生の皆さんと最後の

活動になり、とても寂しい気持ちになりましたが、同時に良い思

い出になりました。そして先輩方の試合が終わった時に、４年生

の皆さんの後輩になれて良かったと思いました。

　最後に４年生の皆さんが大学を卒業してからも私達との思い出

を大切にしていただけると嬉しく思います。また卒業後にも軟式

野球部に遊びに来ていただきたいです。私達はいつでもお待ち

しております。短い間でしたが、お世話になりました。そして大

学生活お疲れさまでした。先輩方が新しい生活で活躍できます

よう、私達後輩一同応援しています。
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四年生の先輩方へ

　ご卒業おめでとうございます。コロナの影響で四年生

の方 と々一緒にプレーをする時間は多くはありませんで

したが、先輩から多くの事を学ぶことができました。も

う少し長く一緒にバスケをしたいと思っています。卒業し

てもたまには三島に遊びに来てください。バスケ部一同

心からお待ちしております。先輩方のご健勝とご活躍を

お祈りさせて頂きます。

男子バスケットボール部

在校生から
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大石 周真

　みんなお疲れ様！とりあえず無事に卒業出来て良かっ

たです。というのも体がどんどん大きくなって体育館に

体が収まんなくなったからなんだけどね…

高橋 誠二

　俺は春から就職する会社の同僚とは違って知の探求

を4 年間で終わらせた。知の探求に励め、若人たちよ

山崎 裕人

　皆さんお疲れ様です。何でか分からんけど卒業でき

た。これからもっと日本語喋れるように精進する、会話

する努力するわ。

横田 香欧里

　同期の女子たくさん入ったと思ったら、あっという間に

1人になってました。みんな4 年間お疲れ様！

在校生より

　皆さんご卒業おめでとうございます。

　ほんとおめでとうございます、ただただおめでとう…

ございます。

　本当におめでとうございます。

バドミントン部

卒業生から

在校生から
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卒業生から

4 年　大木 健吾

　4 年間の部活動を通して、大学のスポーツでしか学

べないことをたくさん学ぶことができました。指導者が

いない中の練習でしたが、それぞれの経験を生かし活

動日は少なかったですが非常に効率の良い練習が毎回

できたと思います。自分たちが話し合って何をしていく

か決めると言う力は今後必ず必要な力になると思います。

一人一人が一致団結をしたことでできた内容だと思って

います。指導者がいない中で大変な部分もたくさんあ

りましたが、静岡県大会を優勝したり東海 2 部リーグ

男子バレーボール部

で勝ちも負けも味わい良い内容の試合をやって来れた

と感じています。また活動日数が週 3 回のためその他

の日にはアルバイトをしたり授業の課題をやったりと大

学の授業では学べない社会人になってから活かせる能

力も身に付いたと思っています。

　今後コロナウイルスの影響がどのくらいあるのか分か

りませんが、限られた環境の中で充実した日々が送れ

るように頑張ってください。

　4 年間ありがとうございました。
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根岸 亜有美
　大学生活の中でフラダンスができたことはとても良い

思い出です。みんなとイベントに参加するため、一生懸

命踊ったことも本番も、そこでの達成感も、失敗も全て

大切にしていきたいと思います。コロナにより、2、3 学

年離れたWelinaの皆さんと関われなかったのは心残り

ですが、活躍を心よりお祈り申し上げます。

鈴木 杏弥
　フラダンス部のおかげで楽しくあっという間の 4 年間

でした。ココブラで踊った 2 年次の富桜祭も憧れのベ

ロアドレスで踊ったフラフェスもすべて大切な思い出です。

私たちの代は残念ながらコンペに参加することは出来ま

せんでしたが、それ以上に大好きな同級生と可愛い後

輩たちと踊れて幸せでした。ありがとうございました。

依田 佳瑚
　ご卒業おめでとうございます！この一年はコロナ禍に

より、イベントに参加できませんでしたが、いろんな場

面で仲良くしていただきありがとうございました。先輩方

とフラダンスができてとても楽しかったです。これから

の先輩方のこととても応援しています！

縣 実里
　フラダンス未経験でしたが、入部したことで大学生活

がより充実しました。コロナ以前に沢山の観客の前でス

テージに立っていたことが懐かしく、楽しかった思い出

です。これからもWelinaらしく輝くことを心から願って

います。

川合 佑奈
　大学生活で始めに思い出すのがフラダンス部での活

動です。富桜祭も含め一つ一つの舞台でキラキラした仲

間とキラキラの衣装で踊れたことは学生時代の貴重な

経験になりました。3 年以降はあまり活動できませんで

したが、これから続く後輩もフラダンスを通じて大学生

活に華を咲かせてほしいです。

小嶋 美穂
　ご卒業おめでとうございます。優しい先輩方ともっと

たくさん思い出を残したかった分、一緒に踊れない期間

が長く続いたことが悔しかったですが、その分最初の一

年間の楽しかった思い出を鮮明に覚えています。これか

らも新たなステージでも笑顔で頑張って下さい！応援し

ています！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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二宮
　部活動であった人は大学での強い思い出になると思います。…

その人たちを大事にこれからも関係を持てるように動くことが

大事だと思います !…これからの学生生活頑張ってください !

豊吉
　4 年間ありがとうございました。後輩のみなさんが元気に練

習に取り組む姿が励みとなりました。このメンバーで 4 年間、

陸上ができたことを本当に幸せに思います。

飯塚 
　陸上競技部のマネージャーとして活動したことは大学生活の

中で忘れない印象的な思い出になりました。先輩後輩の皆さ

ん、同期の仲間達ありがとうございました。

新嶋 
　部活を通して最高の友達に出会え、楽しいキャンパスライフ

を過ごせた。この出会いに感謝し、これからもみんなで励まし

合っていければいいなと思う。

北村
　いつも先輩達のお陰で楽しく部活を行うことが出来ました。

これからは先輩達が日大国際の陸上部出身だと誇れるような

部活にしていきたいと思うので応援よろしくお願いします。いま

まで楽しい時間をありがとうございました。またいつでも陸上

部に遊びに来てください。

奥田
　自分たちで考えて練習していました。目標に向かって練習す

る人、健康のために緩く練習する人がいて、自分のペースで部

活動を行えました。

原
　私は、部活動で多くの仲間に出会い、様々な事を経験するこ

とが出来、常に新鮮な日々でした。振り返ると感謝の気持ちし

かなく、本当にありがとうございました。

額田 
　陸上競技部で多くの経験をさせて頂いたこと、メンバーに恵

まれたことが最大の幸運です。同期を含め、陸上部に関わって

下さった皆さん、ありがとうございました。

栄山 
　色々大変な事もあると思いますが、最後まで頑張って下さい。

仲間との過ごす時間を楽しんでください。ありがとうございま

した。

陸上競技部

卒業生から

在校生から
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鈴木 大介

　この部活で多くの人に出会い、沢山の経験をすること

ができました。

…コロナ禍で1年程しか参加できませんでしたが、楽し

い時間を過ごすことができました。今までありがとうご

ざいました。

金子 智哉

　素敵な人達に出会えたこと、様々な音楽に触れたこと、

食事に行ったこと、くだらない会話をしたことは替えの利か

ない財産になりました。アコギ部へ入部した自分を褒めて

あげたいです。

菊地 健太

　アコギ部の 4 年間で沢山の方 と々関わり思い出を作れ

た事は財産になりました。

　3、4年の2年間はコロナ渦により不完全燃焼でしたが。

みんなと音楽ができて良かったです。アコギ部ありがとう！

割田 衣舞

　部活に入って仲良い友達ができて、普段聴かないジャ

ンルの音楽を知ることができました。ますます音楽が好

きになりました。短い間だったけれどお世話になりました:)

中村 有理

　アコギ部での活動はとても楽しかった！！！！

大学生活の中でも、アコギ部で起こった事は全て思い出

です！

加藤 菜々子

　部活を通して音楽はもちろん、何でも楽しく共にでき

る素敵な仲間に出逢えたことに感謝です。

…コロナで 2 年くらいしか活動できなかったけど、とても

楽しい時間でした！ありがとう。

中原 超

　皆さんと出会えたことは幸せなことであり、沢山の楽し

い思い出はかけがえのない宝物になりました。本当にあり

がとうございました。

上田 七星

　アコギ部に入部してから、大学生活が本当に楽しかっ

たです。いつかまたみんなと思い出話をしたり、何処か

で出会えたらいいなと思います。ありがとうございました。

アコースティックギター部

卒業生から
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ESS 部長　内村 真瞳

　英会話研究会は、3 年生 5 名、２年生４名、１年生

１名で昨年度から新たに活動しています。新型コロナウ

イルスの影響による制限の多い中での活動にはなりまし

たが、今年度は学内スピーチコンテストを2 年ぶりに開

催することが出来ました。ESS が運営スタッフを務める

ことが伝統でもあるこの会に参加し、歴史の存続に貢

英会話研究会（ESS）

在校生から

献出来たことを嬉しく思います。また、参加者同士の学

年を超えたつながりが生まれているのを目の当たりにし

て、英語が持つ力を改めて実感しました。今後も国際

関係学部生の英語力向上に貢献していこうと思います。

先輩方の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。ご

卒業おめでとうございます。
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演 劇部

　ご卒業おめでとうございます。…

　初めて部活に見学に行ったことがまるで昨日のようで

す。（先輩方は「じゃがりこ」をいかに感情豊かに言うか

の練習をしていました）…

　瞬きのように過ぎていった 3 年間でした。…

　先輩方が就活で立て込んでいらっしゃる時にも例外

的にご尽力頂いたにも関わらず、今年度も思うように活

動できずに送り出してしまうことが、とても心残りです。…

　この 3 年間、先輩方に頼りきりの私たちでした。演劇

未経験者が多い学年だったこともあり、私たちが部長と

なっても尚、甘えさせてさせてくださり、ありがとうござ

いました。先輩方の懐の深さのおかげで今の演劇部が

存在するといっても過言ではありません。…

　非常に濃い時間を過ごしたような気もしますが、実は

先輩方と対面で部活動をした期間は1年と少ししかあり

ません。そのような中でも、部活動はもちろん学業や恋

愛のことまで親身に相談にのって頂き、私たちが先輩方

を大好きだったことは言うまでもありません。…

在校生から

　最後に皆様とお会いした大講堂の倉庫整理、とっても

楽しかったです。小道具に大道具、衣装などあらゆる有

象無象が発掘されましたが、今までの演劇部の歴史に

触れ、それを新入部員にも伝えて継承していく良いきっ

かけだったと思います。先輩方が知る歴史を残していく

ことができて嬉しいです。…

　今でも、先輩方と駆け抜けた２年前の富桜祭の舞台

と、それを終えた後の感動と興奮は忘れることができま

せん。普段は明るくふざけあっても、舞台にかける情熱

は真面目で熱く、とても頼りになる先輩方でした。…

　コロナ禍で部活が対面でできなくなると、途端に寂し

くなりました。対面での部活動が難しくなる中で、オン

ラインという新たな場所を開拓して頂き、演劇部は新た

なフィールドをゲットしました。…

　皆様が生み出してくれたこの場所をより活かせるよう

に、演劇部一同、これからも励んで参ります。…

　いつでも遊びに来てください。…
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大槻 佳奈
　やるべきことや考えることが多い日々の中で、花を生

ける時間は至福のトキでした。素敵な先生、メンバーと、

たわいもない話をしながらゆったりと時間が流れる空間

が大好きでした。

　これから社会人になりますが、華道部に入部したこと

で大好きになった花に癒されながら、花を見る度に華

道部メンバーのことを思い出して、頑張っていきたいと

思います。

　華道部のみんな本当にありがとう。素敵なみんなと出

会えたことに感謝です。

小畑 理子
　お花を生けながら、みんなで向かい合ってお話しす

るという空間が、私にとっては何よりも癒しでした。松

浦先生には華道部以外にも様々な活動でお世話になり、

本当に感謝しかありません。また部員の皆さんとは、ど

んなことをしていてもただただ楽しかったです。最高でし

た。私たちは卒業し、華道部は今年度をもって活動を終

えることになってしまいましたが、このつながりはいつま

でも大切にしていきたいと思います。たくさんの素敵な思

い出をありがとうございました。

華道部

卒業生から

原田 莉緒
　卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。先輩方

と花を生けたり、お話をしながらお菓子を食べる時間はと

ても楽しく貴重な時間でした。先輩方が経験したことを聞

けたことは自分の今後に大きな指標となり目標にもなりま

した。直接会えた時間は短いですが、先輩方と出会えた

ことに感謝しています。私たちは今の状況に負けず頑張り

ます！！

　先輩方もそれぞれの自分の道に向かって頑張ってくだ

さい！

富樫 愛日
　卒業おめでとうございます。なかなか対面で会えず、制

限もありましたが、1年間先輩方と活動出来たのは大切

な思い出です。またいつでも会いに来てください！

在校生から

－ 23 －



軽音楽部

部長　勝又 樹
　ご卒業おめでとうございます。社会人になっても優しく面白い
先輩でいてください。お世話になりました。

在校生から

副部長　小玉 圭悟
　ご卒業おめでとうございます。皆さんと一緒に演奏できてとて
も楽しかったです。また遊びに来てください。

副部長　三浦 巧己
　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。本
当にありがとうございました。

顧問　上田 龍太郎 先生
　卒業おめでとうございます！人生楽しくなるのも、つまらなくな
るのも全て自分次第。社会人になると冒険心や好奇心が薄れる人

顧問から

もいますが、皆さんはいつまでもロック魂を忘れずに頑張ってく
ださい！とりあえず私は 70 歳になってもライブハウスに行きます！

4 年　高橋 陽平
　4年間楽しく過ごすことができました。またどこかで会いましょう。

4 年　黒石 舞
　とても楽しい部活生活が送れました。音楽がやれて幸せでし
た。ありがとうございました。

4 年　外川 優花
　角が多い方が強い !!

4 年　原 萌花
　デカい方が強い。

4 年　川端 淳央
　ありがとうございました。

卒業生から

4 年　内田 海友
　最初は知り合いもいなくて不安だった大学生活は、この軽音
部が払拭してくれました。ありがとうございました

5 年　小山田 弦
　現部長含め在校生部員と卒業する軽音部のみんな本当にあり
がとう。めちゃくちゃ迷惑かけてごめん。

4 年　石神 未来
　楽しかった！部活！ありがとうございました！！

4 年　鈴木 翔吾
　正直、そこまで積極的な参加はしていなかったが、楽しく生
活を送れた要因であることは間違いなかった。
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前部長　松本 真琴

　先輩方、ご卒業おめでとうございます。ここ数年でコ

ロナ禍になってしまい思うように部活動ができず、先輩

方に会う機会も減ってしまいとても寂しかったですが先

輩と一緒に濃く活動できた1年は本当に本当に良い思い

出ばかりです！社会人になり大変なことや辛いことも沢

山あるかと思いますが、新しい地での先輩方のご活躍を

祈っています。また、息抜きにでも遊びに来てください！

ご卒業おめでとうございます！

現部長　長谷川 愛華

　ご卒業おめでとうございます。私たち１、２年生は先輩

方とあまり関りが持てず残念でしたが、部活で顔を合わ

せた際には気さくに話して下さりとても嬉しかったのを覚

えています。過去の海外研修の写真や先輩方の話から、

国協の楽しさを知りました。先輩方の築かれてきたこの

部活をコロナ禍に負けることなく守っていけるように頑張

ります。

　最後になりましたが、各先輩方のご卒業後のご活躍

を祈っています。今まで大変お世話になりました。

国際協力部

在校生から
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1815376　渡部 舞海
　約４年間の茶道部の活動を通じて、私はかけがえのない経

験を沢山させて頂きました。

　茶道を通じて日本の伝統文化や作法を学ぶと同時に、相手

への気遣いや思いやりの心といった日常生活でも大切にすべき

心構えを教えて頂いた先生には感謝してもしきれないです。

　また先輩方や後輩と一緒に部活動を盛り上げたり、部活以外

でも遊びに行ったことなど部員のみんなで和気藹 と々過ごした時

間も私の中のかけがえのない思い出です。

　4 年間本当にありがとうございました！

1816099　倉石 朱莉
　私は茶道部に入り、「相手への気遣い」と「所作・礼儀作法」

について学びました。茶道部での活動を通して、学んだ「相手

への気遣い」や「所作・礼儀作法」などは就職活動において

も活かせる能力であると感じました。また、茶道は日本の伝

統的な文化であり、これから先も継承していかなければならな

茶 道部

卒業生から

いものであると思います。コロナ禍以前には留学生を対象とし、

茶道を教える経験もしました。その際に、留学生の方々が楽し

そうにお茶をたてている姿を未だに覚えています。海外の文化

を取り入れるだけではなく、日本文化をより世界に発信してい

けたら良いと思います。

1816220　根岸 泰一
　私は２年の後期からお茶を始めました。祖母がお茶の先生

をやっていて、元々興味はありましたが、今更始めても遅いと

感じ、遠ざけていました。しかし、とある先輩から勧誘を受

け、見学した際の居心地の良さに惹かれ、入部しました。実

際のお稽古では、手の角度や道具の持ち方、姿勢など、あら

ゆる細かい基本の形を覚えていくのは大変でした。座る位置な

ども畳の一目、二目違うだけで、お点前の見た目の美しさが変

わっていくため、それほど繊細で奥深いものなのだと感じまし

た。しかし、時に真剣に、時に和気あいあいとしながら、これ

まで楽しく学ぶことができました。
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　ご卒業おめでとうございます。

　個性豊かで素敵な先輩方に出会い、一緒に活動でき

たことをとても嬉しく思います。今年度は献血活動に加

え、アスルクラロ沼津の活動や地域の清掃活動など幅

広い活動が出来ました。コロナ禍で活動が出来ない時

期もありましたが、CSAの活動を維持、さらに発展させ

ることが出来たのは先輩方のおかげです。本当にありが

とうございました。

　今後も先輩方が守ってくださったこの部活を受け継い

でいきます。皆さんのご活躍を祈っております！

社会活動部 CSA

在校生から
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写真部　

在校生から

2 年　長谷川 小桃

　ご卒業おめでとうございます。なかなか普通の学校生

活が送れなかったなか、先輩方のおかげでとても楽しい

思い出を作ることが出来ました！ありがとございました！

3 年　金内 佑太

　4 年生の皆さんご卒業おめでとうございます！…大輝さ

ん：前部長として色々聞いてしまいましたが、親身に相

談に乗ってくれてありがとうございました！…ピキ：色々相

談に乗ってくれたり、プライベートでも一緒に楽しめたの

はいい思い出！またフォレストアドベンチャー行きましょ

う笑笑…こっしー：同じ小田原民として色々話したな笑　

家近いし、就職してもまた会おうぜ！

2 年　久保 澄香

　ご卒業おめでとうございます。…私は 2 年から入部した

こともあり、先輩方と交流することがなかなかできませ

んでしたが、より良い写真部になるよう頑張っていきます。

これからも頑張ってください！

3 年　渡邊 沙弥香

　ご卒業おめでとうございます！コロナ禍で今まで通り

の活動ができず、もっと交流したかったという寂しい気

持ちもありますが、今まで先輩方と共有できた思い出は

かけがえのないものです。写真の楽しさに気づくことがで

きたのは先輩方のおかげです！ありがとうございました！

新しいステージでも頑張ってください！

3 年　松本 菜美

　ご卒業おめでとうございます！皆さんとても優しくて面

白くて部活がとても楽しかったです！これから大変なこと

もあるとは思いますが、先輩方らしく頑張ってください！

ありがとうございました！
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ジャズ & フュージョン研究部

在校生から

4 年生の先輩たちへ

　ご卒業おめでとうございます。…

　長いようであっという間でしたね。先輩たちは、みん

な和気藹 と々しており、私たちから見た先輩方は、個性

豊かな人たちが多くて、とても面白かったです！先輩た

ちが考えてくださる練習メニューはとてもいい練習となり

ました。また先輩たちは、わからない時や困ったことが

あったら優しく教えていただきました。

　私は優しい先輩方に出会えて JAF に入部できてよ

かったと思います。部員が少ない中ですが、しっかりと

責任と自覚を持ち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部室に来てもら

えると嬉しいです！いつでも待ってるのでぜひよろしくお

願いします。
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3 年　片岡 大樹

　ご卒業おめでとうございます。私は先輩方と過ごす時

間が最も長かったと思います。1年生の頃先輩方は私と

一緒に色んな場所に行ってくれましたね。それが私に

とって良い思い出でもあり、部活を楽しいと思わせてく

れることでもありました。これから私は1年ほどしかい

れませんが、先輩方の意思を継いで頑張っていこうと

思っています。先輩方もこれから色んな困難なことがあ

ると思いますが、乗り越えて行けるように祈っています。

………3 年間、ありがとうございました。

2 年　蔣彦 キン

　卒業おめでとうございます。先輩たちと一緒に部活を

する時間は長くありませんが、たくさんの知識を学びま

した。先輩たちが将来の勉強や仕事で良い成績を取れ

ることを願っています。

1 年　土屋 貴拓

　大学に通うことが少なかったのですが、自分の中で

大学唯一のコミュニティである吹奏楽部はとても暖かく、

入部してよかったなと感じています。

　一年間、ありがとうございました！！！

1 年　金子 実由

　ご卒業おめでとうございます。

短い間でしたが、お世話になりました。

吹奏楽部

在校生から
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　部長として引っ張ってくださりありがとうございます。

次年度もしっかりとこの部活動を運営してけるように、先

輩の思いを引き継ぎ頑張っていきます。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

　いろいろわからない中、一緒に楽しんでくれてありが

とう！

みんなのおかげでここまでやりきることができました！

これからもみんならしく頑張ってね！

　ありがとう！

卒業生から
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在校生から

就回来吧 回来吧 有人在等你呢　　

有人在等你说完那句说一半的话　　

就别走了 留下吧 外面它太复杂　　

多少次让你热泪盈眶却不敢流下　　

可时光啊 不听话 总催着人长大　　

这一站到下一站旅途总是停不下　　

就慢慢的 忘了吧 因为回不去啊　　

这闭上眼睛就拥有了一切的盛夏

　卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。

　コロナ渦でなかなか思うように行動ができない中でも、

先輩たちの全力で頑張る背中、全力で楽しむ背中を見て、

とても尊敬していました。

　これからもっとたくさんの人に出会い、様々な経験を積

まれることと思います。

　楽しいときも、悲しいときもあると思います。そんな時

は大学で過ごしてきた時間を思い出してください。友達と

お昼ごはんを楽しく食べた日、大学での勉強に熱心に取

り組んだ日、毎日中国語の練習を頑張った日など色々な

思い出が詰まっています。

　大学での経験は今の自分を作っていて、今に何かヒン

トを与えてくれるかもしれません。

　そんな気持ちをみなさんに届けたいと思い、中国で有

名な歌手の毛不易《盛夏》の歌詞を送ります。ぜひ歌を

聞きながら読んでみてください♪

　中国語研究会一同、これから先輩方が様々な場面で

自分らしくご活躍されることを祈っております。夢に向かっ

て突き進んでください！加油！！

帰っておいで、帰っておいで　あなたを待っている人がいるんだ

半分だけ残したあの言葉を待っている人がいるんだ

もう行かないで　ここにいて　外の世界はあまりにも複雑だから

何度涙があふれても　涙をこぼすことができない

でも時は無常で　大人になるのを促してくる

この駅から次の駅へ　旅は止まることがない

それじゃあゆっくり忘れよう　もどれないからさ

この目を閉じれば　すべてが手に入るあの真夏の日

中国語 研究会
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在校生代表　3 年 部長　神田 菜津子

　先輩方、ご卒業おめでとうございます。

　近年は新型コロナウイルスの感染拡大のため、直接部

室に集まっての活動や文化祭の参加などが例年通りにい

かず、交流の機会があまり作れずに少し寂しい思いが残

ります。

　しかし、数回の活動を通して先輩方とお話しできたこ

とは私たちにとって本当に素敵な思い出です。

　ドイツ語やドイツ文化を通してイベントや交流会を体

験できたことは、私たちにとって異文化理解の一歩とし

独 逸語圏研究会

在校生から

て大きな経験でした。

　また情勢が落ち着いたらお会いできれば嬉しいです。

クリスマスマーケットなど、また皆さんといけたらなと思っ

ています！

　先輩方が繋いでくださったこのドイツ語研究会を、今

後も引き継ぎ発展させていきたいと思います。

　今までお世話になりました。

　先輩方の今後のご活躍をお祈りいたします。

－ 33 －



部長　全 奏炫

　四年生の皆さん！ご卒業おめでとうございます！日韓

交流会で沢山の先輩方と楽しく交流ができてとても素敵

な時間を過ごすことができました。本当にありがとうご

ざいました！これからも先輩方のご活躍を応援します！

渡邊 隆太郎・3 年生一同

　4 年生の皆さん、この度はご卒業おめでとうございます。

いつも明るく楽しく先輩方に接していただいて本当に部

活動が楽しくなりました。

　先輩方から受け継いだ日韓交流会を今後も後輩に引

き継いで楽しい部活を目指すためにサポートしたいと思

います。

　今までありがとうございました。

　先輩方のこれからのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

副部長　 鈴木 辰弥

　4 年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます！

　楽しく、優しく、最高な 4 年生の皆さんが居たから日

韓交流会は盛り上がりました！最後ぐらいは皆さんと韓

国料理が食べたかったです。いつでも、遊びに来てくだ

さい！おめでとうございます！

2 年・1 年生一同

　4 年生の皆さま、ご卒業おめでとうございます。次の

メンバーの一員として、これからの日韓交流会をより成

長させていけるように頑張ります！

　お疲れ様でした！

日韓交流会ヘミル

在校生から
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3 年　部長　深田 克輝

　4 年生の皆さんご卒業おめでとうございます！

　約 4 年間 BuddyProgram のお仕事本当にお疲れ様

でした！そして、今まで大変お世話になりました。言葉

では言い表せないほど感謝しています！これまで先輩方

が必死で守ってきたBuddyProgramを途絶えさせるこ

となく、次の世代に繋げるために一生懸命頑張ります！

　何事にも積極的で一生懸命な先輩方は私たちの憧れ

でした。先輩方のいるBuddy に入部して本当に良かっ

たと思っています。これからのご活躍を在校生一同心よ

りお祈り申し上げます。またいつでも遊びに来てくださ

いね！

3 年　副部長　渡邊 隆太郎

　4 年生の皆さんこの度はご卒業おめでとうございます！

　いつも明るく楽しく先輩方に接していただいて本当

に部活動が楽しくなりました！先輩方から受け継いだ

BuddyProgramを今後も後輩に引き継いで楽しい部活

を目指すためにサポートしたいと思います！。

　今まで本当にありがとうございました！先輩方のこれ

からのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

Buddy Program

在校生から
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　私達美術部は、今年度もzoomなどを活用しながら、

富桜祭に向けた作品制作や、企業様から頂いた案件へ

の参加など、様々な活動を行いました。

　夏に企業様からのご依頼で、三嶋うなぎをテーマに

作品を作り、実際にイベント内で展示していただくという

有難い機会を頂きました。富桜祭で行われた美術部の

クラブシアター内でも取り上げましたが、今まで経験の

ないうなぎを題材にした作品作りということで、三島のう

なぎ文化について学ぶ良い機会にもなりました。

　こうした外部の方からの案件をお受けするのは初めて

だったので、不安も多くはありましたが、社会科見学の

ようなわくわく感もあり、やってみて良かったと思います。

　富桜祭は昨年に引き続きオンライン開催ということで、

慣れない動画編集に苦労しながらも、何とか動画を仕

上げることが出来ました。今回は動画制作を行っている

方々の努力や素晴らしさを実感する機会でもありました。

　作品や動画の制作に関して、至らないところもあった

と反省しきりですが、できることを全てやった結果のも

のなので、来年以降携わる機会があれば改善していき

たいと思います。

　また、今年度も富桜祭のポスターデザインにも携わら

せていただくことが出来ました。こちらも不慣れながら

も実行委員会の担当の方や、実際に印刷していただく企

業の方々にご助力いただき、印刷物に関する知識や学

びを得る機会にもなりました。

　そして、動画制作やポスターデザインを通して、富桜祭

の盛り上げに少しは貢献できたのではないかと思います。

　感染症対策をとりながらの活動ということで、一昨年

と比べるとできないことも多くはありましたが、それでも

先輩方の活動や良いところを引き継ぎ、自分の好きなも

のを自分なりに作品として表現するという心持は変えず

に今後も活動していけたらと思います。

美術部

在校生から
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4 年生の先輩方へ

4 年間お疲れ様でした。

短い間でしたが大変お世話になりました。

コロナ禍での活動となってしまいましたが、

先輩から後輩へと受け継ぐべきものを優しく教えて下さり、

とても充実した部活動になりました。

先輩方の今後のご活躍を陰ながら応援しています。

3 年生一同

放 送部

在校生から
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国際総合政策学科 2 年生 2015120 工藤 和
　ご卒業おめでとうございます。

　大学生活で多くの人に出会い、楽しかったこと、悲しかったこ

となど様々な経験をされたと思います。今後もこれらの経験を活

かし、より多くのことに挑戦してください。希望の門出に幸多か

れとお祈りいたします。

模 擬国連三島部

在校生から

国際総合政策学科 2 年生 2015030 石田 優太
　ご卒業おめでとうございます。

　私は先輩達が引退した後に入部したのであまり関わりが持て

なかったのが残念です。このサークルで得た経験は必ずどこか

で生かされると思います。これからも、様々なことに挑戦してく

ださい。

国際総合政策学科 2 年生 2015390 山田 夕理
　ご卒業おめでとうございます。先輩方は、部活やクラスなど、

私たち後輩が今活動できている基盤を作ってくださいました。お

かげで、私たちは今様々な経験ができていること、ありがたく思

います。大学生活での経験を糧に、これからのますますのご活

躍をお祈りしております。

国際総合政策学科 2 年 2015073 大久保 太樹
　ご卒業おめでとうございます。僕はつい最近この部に入りました

ので、関わりがある先輩方は少ないです。しかし、その少ない関

わりの中でも先輩達が作り上げてきた温かい雰囲気を感じること

が出来ました。先輩方はこれからそれぞれ様々な道に進んで行く

と思いますが、その道がとても良い物になることを願っています。

国際総合政策学科 1 年 2115280 巴陵 克祐
　ご卒業おめでとうございます。

　私は1年生であるため 4 年生との面識は殆どありませんが、

先輩方が培ってきた雰囲気を崩すことのないようにしていきます。

先輩方は様々な進路へと進むことになると思いますが、無理をし

すぎることなく挑戦し続けて下さい。

国際総合政策学科 2 年 2015116　仇 英嬌
　この度は、ご卒業おめでとうございます。

　入部間もないころ、何も知らなかった私たちに色々優しく厳し

く指導してくれました。本当にありがとうございました。

　先輩方の築いてきたこの部活をもっと素晴らしいチームにする

ために努力していきます。これからも夢に向かって頑張ってくだ

さい。今後のご活躍をずっと応援しています！
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卒業生代表　元部長 4 年　平川 和樹

　「食」というテーマによって集まった私たちには厳しい

時代でした。新型コロナウイルスによって登校する機会

がなくなり、食堂を使えないということは、私たちは活

動目的を失うことになりました。「部長として何かしなく

ては」と考えはするものの何もできずにいた私を最後ま

で、同期や後輩たちは支えてくれました。

　たくさん迷惑をかけた同期のみんなには頭が上がりま

在校生代表　部長 2 年　田中 慎

　この度はご卒業おめでとうございます！今年の夏に入

るまでオンラインでの部会が続き、ほとんどの 4 年生と

は関りを持てずにいました。その分、7月に行われた三

島バルでの先輩方との時間は、とても貴重なものになり

ました。一人一人がリーダーシップを持っていて、ユー

モアがあり初対面でもとても親しみやすい先輩でした。

せん。強いて私が何か言えるなら、最後まで同期全員

で合宿に行けなかったことは残念ですね（笑）…それでも

飲み会や毎月の販売活動、部の運営は学び楽しみなが

らみんなで頑張ってきた自覚はあります。本当に本当に

ありがとうございました。WSPに入ってみんなに出会え

てよかった！

　改めてご卒業おめでとうございます。ご卒業されても、

合宿や三島バルにもぜひおこしください。部員一同お待

ちしております。これから社会人になられる方が多いと

思いますが、お体には十分お気を付けください。4 年間

お疲れ様です。有り難う御座いました！

World Smile Project

卒業生から

在校生から
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