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ご挨 拶

学　長　若原　道昭

龍谷大学は遠く本願寺第十三世　教興院良如宗主が、1639（寛永16）年に本願寺境内に設けられた「学寮」に始まり、今

年で創立370周年を迎えました。

その間、「進取と伝統」を重ね、教育・研究の灯火を連綿と絶やすことなく、教学の活動を展開してまいりました。この

意味で、日本でもっとも歴史と伝統のある大学であると自負しております。

その歴史は、「進取」の精神による教育改革の歴史でもあります。学寮から改称した「学林」では、明治維新に伴い学制

の近代化をはかった大改革が断行されています。1876（明治9）年には「大教校」と改称し、全国枢要七カ所に中学校、各

県に小学校を設置し、総合的な教育システムに進展させ、今日の龍谷総合学園の礎を築いております。また改革に先立

つ1872（明治5）年にはドイツ語が開講されており、この進取の精神は、洋風建築として海内無比と称賛され、現在では

国の重要文化財となっている大宮学舎の本館と南北両黌の落成につながります。

こうした進取の精神は次の時代にも受け継がれ、1960（昭和35）年には親鸞聖人700回大遠忌記念事業の一環として

深草学舎の開設となって結実いたしました。経済学部・経営学部・法学部が順次開設され、これによって本学は単科大

学から、文科系総合大学としての道を歩みはじめます。また1987（昭和62）年に創立350周年を機縁として、滋賀県並び

に大津市、さらには本願寺の絶大なるご支援を得て本学三つ目のキャンパスとして、瀬田学舎を開設いたしました。そ

の広大な土地に開設した瀬田学舎には、社会学部と共に、仏教系大学としては初めての理工学部の発足を見、現在では

国際文化学部も加わり、「人間・科学・宗教」の融合という龍谷大学新時代の大きな課題を探求することとなりました。

その成果は高度な教育・研究として結実し、この370周年に受け継がれてきたのであります。

このように龍谷大学は今日まで進取の精神をもって新しさを重ね、常に、親鸞聖人のみ教えを建学の礎としながら、

「人間教育」を根底にしてまいりました。その上に立って、各分野の専門教育を展開し、多様な能力を持つ有為な人材を

輩出することにより、社会に貢献してきたのであります。

今、日本では、社会の根底を揺るがす様々な出来事が多発し、人々の不安は、日々増すばかりです。このような時代に

あって、龍谷大学の真価を発揮するべき時が来たのではないかと、改めて認識しております。

370年の長きに渡り教育機関として存続できましたのは、多くの方々の努力とご支援があったからこそであります。歴

代の学長をはじめ、多くの先人の努力に感謝すると同時に、今日の龍谷大学を支えていただいている皆様に改めて感謝

の意を表します。

今後とも、さらなる龍谷大学の発展に向け、皆様方のご指導ご鞭撻をいただきたく、心からお願い申しあげます。

龍谷大学は1639（寛永16）年の開学以来、幾多の苦難に出会い変遷を経ながらも、多くの先人のご尽力によって今日

の誇りある歴史と伝統を築き上げてまいりました。そして、現在の７学部・１短期大学・９研究科そして４研究所、学生

総数約２万人の総合大学を実現することができました。

私どもは「親鸞聖人のみ教えに基づく建学の精神」を縦糸に、「社会の変化」を横糸に、その時代の龍谷大学を織り上げ、

370年もの長い歴史と伝統を継承してまいりました。これからも進取の精神をもって、現代世界の共通の課題を解決す

べく、新たな知の創造と有為の人物の育成という使命を果たし、広く世界に貢献してまいります。

今日、社会の急速な変化の中で、大学を取り巻く環境も大きく変わりつつあります。それとともに、大学教育への期待

は一層高まっており、大学教育の質の向上・保証が強く求められております。

本学では、1975（昭和50）年以来ほぼ10年毎の長期計画を策定し、これに基づいて着実に教学改革を進め教学の充実

に努めてまいりました。今年度、現在の第４次長期計画が最終年度を迎え、全学をあげてその完遂にあたるとともに、来

年度より次の第５次長期計画をスタートさせるべく、既に『RYUKOKU VISION 2020』という第５次長期計画グランド

デザインを策定し発表いたしました。これは、本学の使命を明確に掲げるとともに、2020年の本学のあるべき大学像を

明示し、その実現に向けた各領域の改革内容を示すものです。

その中で、「進取と共生、世界に響きあう龍谷大学」を私たちがめざす新しい龍谷大学像を示すスローガンとして掲げ

ております。

建学の精神である浄土真宗を基軸とした、この「共生」の理念こそが、これからのグローバル社会において、持続可能

な社会を実現する上で重要な役割を果たすと考えております。そして進取の精神によって不断に時代の要請に応え、世

界と呼応し連携し、特に「教育」すなわち「人間教育」を最重要課題とし教育力のある大学として、持続可能な世界の実

現に寄与できる人間の育成・輩出をめざしてまいります。

また世界有数の仏教ミュージアムとなる「龍谷ミュージアム」や、新しい「政策学部」と「政策学研究科」の設置、短期大

学部の改組等についても既に発表し、2011（平成23）年開設をめざして準備を進めております。

このように、創立370周年を機縁として本学はさらに前進し、世界の仏教系総合大学のリーディング・ユニバーシテ

ィとしての存在感を示し、独自性のある特色・個性ゆたかな大学として世界に飛躍してまいります。皆様には本学の今

日の姿をご覧いただくとともに、その内に将来の豊かな可能性をお感じとりいただければ有り難く存じます。

今後とも、皆様の変わることのないご指導ご鞭撻を賜りますよう、切にお願い申しあげます。

理事長　橘　正信
学校法人龍谷大学 龍谷大学・龍谷大学短期大学部
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龍谷大学 創立370周年記念事業

10月24日（土） ●創立370周年記念式典・記念祝賀会

10月23日（金）、 ●記念祝賀祭
　　  24日（土）、
　　  25日（日）

10月24日（土）、 ●龍谷大学所蔵稀書展
　   25日（日）　

5月21日（木） ●創立370周年記念式典・記念祝賀会（園遊会）

3月24日（火） ●ノーベル経済学賞受賞者講演会
  ～26日（木）　

10月25日（日） ●21世紀歴史大学シンポジウム

3月6日（土）、 ●アフガニスタン仏教遺跡学術調査研究シンポジウム
      7日（日）　         「人類の至宝　アフガニスタン～仏教西漸～」
 　（6日：国際シンポジウム　7日：学術調査総括報告会） 

12月6日（土）　 ●国際学術シンポジウム
 　「よみがえるルース・ベネディクト  －紛争解決・文化・日中関係－」

12月13日（土）　 ●国際シンポジウム「里山－文化としての自然」
 　（Satoyama ： Nature as Culture）

3月21日（土）　 ●国際シンポジウム「グローバル化する厳罰化とポピュリズム」

6月4日（木） ●国際学術講演会「目覚めゆく心の平和・世界の平和」
 　シリーズ第1回「世界の中の念仏：無碍の一道」

6月8日（月） ●国際学術講演会「目覚めゆく心の平和・世界の平和」
 　シリーズ第2回「心の平和、世界の平和：その究極的変容」

3月8日（月） ●国際シンポジウム
 　「炭を使った農業と地域社会の再生～市民が参加する地球温暖化対策」

12月8日（火） ●人間・科学・宗教シンポジウム　第1回 「非暴力と共生の世界を願って」

2月13日（土） ●人間・科学・宗教シンポジウム　
 　第2回 「共生と持続可能性のある世界をめざして」

10月29日（水） ●理工学研究科GPシンポジウム
 　「倫理観と国際性を備えた科学技術者の養成をめざして」

10月12日（日） ●遺族サポート事業（第1回講演会）

11月～ ●遺族サポート事業
 　遺族のためのサポートグループ（分かち合いの会）遺族会
 　「ミトラ（友人）」（月1回開催）

2月17日（水） ●370本植樹キャンペーン

6月13日（土） ●国際シンポジウム
 　「世界のコミュニティラジオに平和の声を聞く－地域と世界を結んで－」

11月21日（土） ●国際シンポジウム「多元視野で解明する至宝『混一疆理歴代国都之図』」

11月21日（土） ●シンポジウム「アジア新世紀－国際移動するIT人材－」

4月22日（水） ●宗教部特別講演会（第1回） 安田暎胤 薬師寺管主

6月9日（火） ●宗教部特別講演会（第2回） 上野道善 東大寺別当

9月29日（火） ●宗教部特別講演会（第3回） 大野玄妙 法隆寺住職

10月14日（水） ●宗教部特別講演会（第4回） 水谷幸正 師

11月20日（金） ●宗教部特別講演会（第5回） 松浦俊海 唐招提寺長老

5月24日（日） ●全国8都市リレーイベント（福岡）

5月31日（日） ●全国8都市リレーイベント（神戸）

6月7日（日） ●全国8都市リレーイベント（広島）

6月14日（日） ●全国8都市リレーイベント（金沢）

6月21日（日） ●全国8都市リレーイベント（東京）

7月12日（日） ●全国8都市リレーイベント（札幌）

7月19日（日） ●全国8都市リレーイベント（高松）

10月30日（金） ●全国8都市リレーイベント（大津）「ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム」

9月24日（木） ●370の感謝・学生イベント（学生プロジェクト）
～2010年1月 　キズナノートおよび「龍谷大学解体新書」発刊

11月17日（火） ●370の感謝・学生イベント（学生プロジェクト）  元気注入計画（講演会）

9月20日（日） ●シンポジウム 「こころとからだ－その課題を共有し生きるために－」

9月24日（木） ●龍谷大学創立370周年回顧展  深草
～11月3日（火）　

9月24日（木） ●龍谷大学創立370周年回顧展  瀬田
～10月15日（木）　

10月19日（月） ●龍谷大学創立370周年回顧展 大宮
～11月6日（金） 

3月6日（土） ●アフガニスタン仏教遺跡学術調査写真展
～3月12日（金）、　　「龍谷大学調査隊のファインダーがとらえた知られざるアフガニスタン」
3月23日（火）
～3月29日（月）
 

9月27日（日） ●万城目学　Talk Live in 龍谷大学
2月7日（日） ●遺族サポート事業（第2回講演会）

1月9日（土） ●環境問題から21世紀のみらい社会を考える学生シンポジウム
 　「21世紀の景観とまちづくり in 京都」～国立から鞆の浦、そして「みらい」へ～

6月10日（水）、　 ●REC公開講座　龍谷講座in大阪
　  17日（水）、 　「今、あなたに知ってほしい世界の現実～社会貢献・国際協力入門講座～」前期
　　  24日（水）　

10月7日（水） ●REC公開講座　龍谷講座in大阪
～2010年 　「今、あなたに知ってほしい世界の現実～社会貢献・国際協力入門講座～」後期
　2月17日（水）　

10月21日（水）  ●REC公開講演会「黒澤デジタルアーカイブからみえてくるもの」

10月12日（月） ●創立370周年記念キャラクター、新応援ソング発表

10月24日（土） ●「三七○年の歩み」（冊子）の発刊

10月24日（土） ●龍谷大学オリジナル切手の発行

10月10日（金） ●齋藤眞成  絵画展「佛心の造形」
～11月17日（月）

5月　 ●創立370周年記念第7回「青春俳句大賞」（～2010年3月）

10月 ●「龍谷大学関係戦没者」にかかわる調査・出版事業（調査開始）

12月7日（月） ●経営学部同窓会創設40周年事業  論文コンテスト
　～11日（金） 　（2010年1月29日発表）
 （応募期間）
　

2008 2009 2010

2011
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8月21日（金）、 ●龍谷大学 in Los Angeles  創立370周年記念文化講演会
      22日（土）　

8月30日（日） ●龍谷大学吹奏楽フェスタ in OSAKA　～青春の輝き、響きあうココロ～
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4月 ●龍谷ミュージアム　オープン

 ●「龍谷大学関係戦没者」にかかわる調査・出版事業 記念誌発刊
 　（2011年度中）
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創立370周年記念事業は、「『進取と伝統』～新しさを重ねて370
年～」という統一テーマを掲げ展開しました。これは、1639（寛永16）年
に本願寺境内に設けられた「学寮」から、現在の総合大学に発展して
きた本学の根底に流れる姿勢を示しています。
記念事業の骨子は、「教育・研究・学生活動支援事業」「施設設備の

環境整備事業」「積立金事業」「記念式典事業」の４事業からなります。
特に「記念式典事業」では、事業のねらいを　①研究成果の発表  
②学生の参画  ③社会との連動  ④大学への理解促進  という４つに
定め、「記念式典」「国際学術シンポジウム」「関連事業」の３つの領域
で事業を展開しました。

■記念事業コンセプト

■記念事業一覧

「進取と伝統」～新しさを重ねて370年～

《事業のねらい》

《3つの事業》

《統一テーマ》

研究成果の発表 学生の参画 社会との連動 大学への理解促進

記念式典 国際学術シンポジウム 関連事業

ともいき

ともいき

こんいつきょうりれきだいこくとのず
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記念事業報告 ❶ 記念事業報告 ❷

教育・研究・学生活動支援事業 施設設備の環境整備事業

現代的教育ニーズに対応した教学組織の改革

①新教学組織（学部・学科等）の設置
　●経済学部新学科（現代経済学科・国際経済学科）の
　　開設〈2006（平成18）年〉

②現代社会に対応した大学院の新展開
　●法科大学院（ロースクール）の開設〈2005（平成17）年〉
　●理工学研究科情報メディア学専攻・環境ソリューション
　　工学専攻修士課程開設〈2007（平成19）年〉
　●理工学研究科情報メディア学専攻・環境ソリューション
　　工学専攻博士課程開設〈2009（平成21）年〉
　●文学研究科教育学専攻が臨床心理士第１種指定
　　大学院となる〈2008（平成20）年〉
　●実践真宗学研究科の開設〈2009（平成21）年〉

③中・高・大（龍谷総合学園）の連携強化
　●平安中学校・平安高等学校の付属校化〈2008（平成20）年〉

④国内・海外拠点の設置
　●「東京オフィス」（丸の内）の開設〈2005（平成17）年〉
　●「Ryukoku University Berkeley Center （RUBeC）」
　　カリフォルニア州バークレー（アメリカ）の開設〈2006（平成18）年〉
　●「大阪オフィス」（梅田）の開設〈2008（平成20）年〉

学生・保護者・校友等が集うキャンパス環境の再構築

世界に通用する特色ある学術研究の高度化推進

①アフガニスタン新発見仏教遺跡の学術調査研究

②アフガニスタン国立考古学研究所との共同事業

③人間・科学・宗教（8研究センター）の総合研究推進
　●人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター
　●矯正・保護研究センター
　●古典籍デジタルアーカイブ研究センター
　●地域人材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・センター
　●革新的材料・プロセス研究センター
　●情報通信システム研究センター
　●里山学研究センター
　●アフラシア平和開発研究センター

多様な学生活動への支援

①課外活動支援（全国制覇をめざすサークルの支援等）

②奨学金制度のさらなる拡充

③キャリア開発（就職）支援とその充実

④学生一人ひとりの目標を実現するためのシステムの整備

付属校化に関する協定を締結し、安井大悟平安
中学校・高等学校長（右）と握手を交わす神子上
惠群前学長〈2007（平成19）年3月6日〉

海外拠点 Ryukoku University Berkeley Center （RUBeC）

第1次アフガン学術調査隊チル・ボルジ城砦跡地

2009（平成21）年関西六大学野球で春・秋リーグ優勝した硬式野球部就職活動セミナーの様子

⑤ 龍谷大学セミナーハウス「ともいき荘」の開設 〈2009（平成21）年4月開館〉

龍谷大学セミナーハウス「ともいき荘」

⑧ 龍谷ミュージアム（博物館）の開設 〈2011（平成23）年4月開館予定〉

「龍谷ミュージアム」外観予想図

③ 瀬田「智光館」の竣工 〈2006（平成18）年〉

瀬田キャンパス「智光館」

⑦ 瀬田教室棟の竣工 〈2010（平成22）年3月竣工〉

「瀬田キャンパス教室棟」外観予想図

⑥ 大宮「清風館」の竣工 〈2009（平成21）年3月〉

大宮キャンパス「清風館」

② 深草「中央広場」の竣工 〈2006（平成18）年〉

深草キャンパス「中央広場」

④ 課外活動用グラウンド（南大日）の竣工 〈2007（平成19）年3月〉　

整備された「南大日グラウンド」

① 大宮図書館改修工事の竣工 〈2006（平成18）年〉　

大宮キャンパス「大宮図書館」

※上記の8研究センターは、文部科学省採択「私立大学学術研究高度化推進事業」です。
　（文部科学省では、平成20年度から「私立大学学術研究高度化推進事業」が「私立大学
　戦略的研究基盤形成支援事業」として実施されています。）

ルーベック
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開催日 2009.10.24

深草キャンパス 顕真館

記
念
式
典
事
業 会　場

開式の辞
挨　拶　山田 啓二 氏（京都府知事）　
真宗宗歌
献花・献灯・献香
献香偈
敬礼文
三帰依
創立３７０周年記念奉讃演奏
①「組曲『杜の鼓動』より“魂の還る場所”」
　（龍谷大学マンドリンオーケストラ）
②「正信讃」
　（龍谷大学男声合唱団・混声合唱団ラポール）
③「念仏」
　（花月真・龍谷大学男声合唱団・
　　混声合唱団ラポール・マンドリンオーケストラ）

式　辞

祝　辞

学歌斉唱
閉式の辞

内藤　知康（龍谷大学宗教部長）

花月　真 氏（式典プロデューサー、龍谷大学卒業生）
山本　有希子 氏（ピアニスト）
男声合唱団（龍谷大学学友会宗教局）
混声合唱団ラポール
（龍谷大学学友会学術文化局）

マンドリンオーケストラ
（龍谷大学学友会学術文化局）

稲野　一美 氏（龍谷大学卒業生）

497名

次　第

参加者

導 師

司 会

出演者

厳かさの中にも華やかさが光る音楽法要を勤修

大谷　光真　門主　ご祝辞 山田　啓二　京都府知事　ご挨拶

橘　正信　理事長　式辞 若原　道昭　学長　式辞

記念事業報告 ❸
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創立３７０周年記念式典

2009年10月24日（土）、龍谷大学に関係する全ての人々の想いが結実した記念すべき日、「龍谷大学
創立370周年記念式典」が深草キャンパス顕真館において挙行されました。
当日は、浄土真宗本願寺派大谷光真門主のご臨席を仰ぎ、顕真館には国内外の大学学長をはじめ、
行政、経済界、近隣自治体、関係校など多くの来賓が一堂に集い、ともに創立370周年を祝いました。
式典入場は、学生が掲げる学友会旗がはためき、吹奏楽部演奏による学歌の調べが響きわたる中で

の華やかな入場となりました。
荘厳な音楽法要が勤修される中、本学男声合唱団、混声合唱団ラポール、マンドリンオーケストラと、本

学卒業生でオペラ歌手の花月真氏による奉讃演奏が行われ、式典を華やかに彩りました。
山田啓二京都府知事によるご挨拶、橘正信理事長、若原道昭学長による式辞に続き、大谷光真門主、

川端達夫文部科学大臣（代理：小松親次郎大臣官房審議官）よりご祝辞をいただき、最後に参列者全
員で「龍谷大学学歌」を斉唱して、記念式典は「厳か」かつ「華やか」な雰囲気の中で幕を閉じました。
なお、インターネットでも記念式典の模様が配信され、多くの方 に々その様子をご覧いただきました。

 川端　達夫　文部科学大臣　ご祝辞
（代理）小松　親次郎　大臣官房審議官

花月　真　氏による独唱「念仏」

ともに学歌を歌う来場者 国内外の来賓とともに370周年を祝う

奉讃演奏を行う男声合唱団、混声合唱団ラポール、マンドリンオーケストラ

（土）
10：30～11：30

橘　正信（学校法人龍谷大学理事長）
若原　道昭（龍谷大学学長）　

大谷　光真 氏（浄土真宗本願寺派門主）
川端　達夫 氏
〈文部科学大臣（代理：小松 親次郎 大臣官房審議官）〉

学友会旗が並ぶ中来賓の入場 海外招聘者の入場

はためく学友会旗受付の様子 吹奏楽部によるウェルカム演奏
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創立３７０周年記念式典・祝賀会 祝辞

本日、龍谷大学創立 370 周年記念式典が挙行されるに当
たり、一言お祝いを申し上げます。
貴学は、1639（寛永16）年に、西本願寺境内に僧侶養成機関

として設けられた「学寮」を起源とし、以来今日に至るまで、
370年間に渡り、「進取と伝統」の精神を、学生一人ひとりに
脈 と々受け継いでこられた、日本有数の歴史ある大学です。
1922（大正11）年に校名を龍谷大学と改称された後も、着実な
発展を遂げられ、平成元年には、滋賀県大津市に瀬田キャン
パスを開設し、現在では7学部・9研究科と1短期大学部を
擁する、関西でも有数の総合大学として興隆を見るに至って
いることは、誠に喜ばしい限りです。
この間、浄土真宗の精神にもとづく大学として、広く知識を
授け、深く専門の諸科学を教授研究し、多くの有為な人材を
各界に輩出されるとともに、多くの研究成果を挙げられてい
ると伺っております。
貴学のこれまでの御発展に御尽力された、歴代の理事長・
学長をはじめとして、教職員、学生、保護者や校友会の皆様の
たゆみない御努力に、深く敬意を表します。
日本が、豊かで成長する活力を持ち続ける国として、今後
とも持続的な発展を遂げていくためには、優れた人材の育成
と独創的な学術研究を進めていくことが大切です。このため、
日本の高等教育の中核を担う大学は、教育と研究の改善・充
実を図り、国際競争力を備えた特色のあるものとなるよう、不
断の改革を進めていくことが強く求められています。
このような中、貴学は、創立以来、人間性豊かで深い学識と
教養をそなえる人材の養成に努められ、昭和50年からは長

期計画にもとづき、社会や時代に即した人材養成に対応する
大学創造に取り組んでおられます。2000（平成12）年度に始
まった第4次長期計画においては、21世紀の龍谷大学像とし
て「共生をめざすグローカル大学」を掲げられ、「個性化」「高
度化」「流動化」「多様化」の4つの改革の視点から、新たな教
育システムの構築をはじめ、さまざまな成果を挙げられてい
るものと伺っております。中でも、2007（平成19）年度の文部科
学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）」に
採択されました、「学生力と地域力を相互に高めあう教育
実践－地域活性化のための基盤をつくる『大津エンパワね
っと』構想－」では、学生と地域住民が出会うことで相互に高
めあう、新しい学びと協働のスタイルを築かれ、また、平成20
年には、文部科学省「戦略的大学連携支援事業」に、貴学を代
表校とする「地域公共人材のための京都府内における教育・
研修プログラムと地域資格認定制度の開発」が採択されまし
たことは、地域（ローカル）に根づき、世界（グローバル）を見据
えた教育・研究・エクステンション活動を通して社会に貢献
される、貴学の理念が結実したものであり、今後さらに優れた
成果を挙げられますよう期待いたします。
本日の栄えある記念式典を契機として、貴学が、これまで
培われた伝統と輝かしい実績を継承しつつ、建学の精神に
則り、真価を一層発揮されますよう、関係各位のご尽力を念
願してやみません。
結びに、龍谷大学の今後ますますの発展と、御参会の皆様

の御健勝を心から念じあげ、お祝いの言葉といたします。

文部科学大臣　川端 達夫 様　ご祝辞

このたび、龍谷大学が、創立370周年を迎えられましたこ
と、誠におめでたく、心よりお慶び申し上げます。
今から373年前の寛永13年、本願寺では、その20年前に

焼失しました御影堂の再建が成りました。その御影堂はこ
のたび200年ぶりの大修復を終え、今年4月、再び元の姿に
なったところです。
その御影堂が出来て間もない、3年後の寛永16年、慶び

の中で、有力ご門徒の寄進により、「学寮」が創立されました。
御堂が出来たから今度は僧侶に落ち着いて勉強してほしい
というご門徒の厚い信心が伝わってまいります。ついで、い
まからおよそ50年前、宗祖親鸞聖人の700回大遠忌を記念
して単科大学であった龍谷大学に経済学部が設置され、総
合大学化のあゆみを始められました。そして今日、京都、滋
賀、両府県にキャンパスを持つ総合大学として幅広い教養
と高い専門性を持ち、宗教情操豊かな有為の学生、研究者を
輩出してこられました。

浄土真宗本願寺派門主　大谷 光真 様　ご祝辞

文部科学大臣　
川端　達夫 様

浄土真宗本願寺派門主　
大谷　光真 様

龍谷大学が建学の精神とする浄土真宗は、煩悩にまみれ
た人生を送るわたくしが、阿弥陀如来の智慧と慈悲のはた
らきである「南無阿弥陀仏」をめぐまれて、真実のさとりへと
歩む道であります。親鸞聖人がご自分ひとりの救いを目指す
のではなく、全ての人々に開かれた道をあらわしてくださっ
た事は、御跡を慕うわたくしたちの使命をも示していると言
えるでありましょう。
今日、環境問題が深刻になるとともに、各地では紛争や戦

争が後を絶たず、格差や貧困の問題など、混迷の度合いを深
める現代社会において、龍谷大学の存在意義はますます重
要になっています。
龍谷大学が370年の栄えある歴史と伝統を踏まえ、建学

の精神の上に、教育、研究を通じて、また、社会貢献活動を通
して、人類社会の問題に取り組み、世界の平和と社会の発展
に寄与されます事を念願いたします。
おめでとうございます。

祇園甲部歌舞会による京都の伝統伎芸「手打」

創立３７０周年記念祝賀会
開催日 2009.10.24

ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」会　場

記念式典終了後、会場をウェスティン都ホテル京都〔瑞穂の間〕に移し、記念祝賀会を開催しました。
浄土真宗本願寺派大谷光真門主のご臨席、門川大作京都市長、国民栄誉賞受賞者の衣笠祥雄氏を
はじめ、500名を超える来賓をお招きし、祇園甲部歌舞会による京都の伝統伎芸「手打」、人間国宝茂山
千作師にご出演いただいた茂山千五郎家による「狂言」の催しを交え、終始なごやかなムードに包まれ
る中、多くの方 と々ともに創立370周年の慶びを分かち合いました。

（土）
13：00～15：30

歓談する来賓の皆様

門川　大作　京都市長 ご祝辞鏡開きの様子 大蔵流 茂山千五郎家 狂言「千鳥」

ともいき

人間国宝　茂山　千作　師による独吟「福の神」

て　うち　

て　うち　

てうち

（順不同）

祇園甲部歌舞会「手打」
開会の辞 理事長挨拶

祝　辞

鏡開き

乾　杯

会　食
祝電披露　五木　寛之 氏（作家）
　　　　　　　　　　他多数

大蔵流　茂山　千五郎家「狂言」
閉会の辞 学長挨拶

541名

次　第

参加者

門川　大作 氏（京都市長）
嘉田　由紀子 氏
〈滋賀県知事（代理：田口 宇一郎 副知事）〉

二之湯　智 氏（参議院議員）
永井　和之 氏
〈（社）日本私立大学連盟常務理事・中央大学総長･学長〉
石川　明 氏
〈（社）日本私立学校振興・共済事業団理事〉
深野　弘行 氏（近畿経済産業局長）
麻生　純 氏（京都府副知事）
北尾　哲朗 氏〈（社）京都経済同友会代表幹事〉　　
宮崎　君武 氏（大津商工会議所会頭）
永易　克典 氏〈㈱三菱東京ＵＦＪ銀行頭取〉
木村　宣彰 氏（大谷大学学長）
桑羽　隆慈 氏（浄土真宗本願寺派宗会議長）
不二川　公勝 氏
〈（学）龍谷大学前理事長〉
信楽　峻麿 氏（龍谷大学元学長）
安井　大悟 氏
（龍谷大学付属平安中学・高等学校長）
衣笠　祥雄 氏
（国民栄誉賞受賞者、龍谷大学付属平安高等学校出身）
信部　尚平 氏（砂川学区自治連合会会長）
三村　峯男 氏（龍谷大学校友会長）
白樫　優右子 氏（龍谷大学親和会監事）
大橋　広祐 氏
（龍谷大学学友会中央執行委員会委員長）

納谷　廣美 氏
〈（財）大学基準協会会長・明治大学学長〉
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龍谷大学の 370 年にわたる歩みに心からの敬意を表し
ます。
歳月をこえて、世を照らす光を放ち続けた歴史は、かけ
がえのない遺産であり、また新しい創造の導き手を育む

作家　五木　寛之 様

祝賀メッセージ

龍谷大学が、創立370周年という、本当に悠久の歴史の中、
ここに、浄土真宗本願寺派ご門主大谷光真様、文部科学省
大臣官房審議官小松親次郎様をはじめ、多くの皆様のご臨
席のもとに、記念式典が厳粛かつ、盛大に開催されますこと
を、心からお祝いを申し上げます。
龍谷大学は、皆様ご承知のとおり、寛永16年に、西本願寺
境内に学寮を設けられたことが、開学の始まりと伺っており
ます。寛永16年という年は、日本では、江戸幕府が鎖国を完
成した年とされております。開学が、日本固有の江戸文化の
始まりと時期を同じくし、明治、大正、昭和、平成と激動の時
代を今日まで、途切れることなく、教育、研究活動の灯を連綿
と繋いでこられたことに対し、370年という歳月（としつき）
の重さを今改めて感じております。その中で育まれました文
化と知の蓄積、そして、輩出してこられた多数の有為な人材
は、京都のかけがえのない財産であると思っております。
一方で、浄土真宗の教えを建学の精神に、進取の気風を
脈々と受け継がれ、常に伝統に甘んじることなく革新的な
大学創造を続けてこられました。現在も「共生をめざすグロ
ーカルな大学」を掲げられ、新しい豊かな人間の関係性を育
む大学の気風が、2万人もの学生が学ぶ総合大学として発
展を遂げられた大きな原動力となっているのではないかと
考えております。
今、私ども行政に携わるものにとりましては非常に大きな

試練の時代を迎えております。戦後 60 年間、私たち行政は、
どうすれば国民生活が幸福になるか、そのために福祉の水
準を上げ、社会基盤整備をすすめ、必死になって努力をして
まいりました。そして 21世紀に入り、そうした成果を、多く

京都府知事　山田　啓二 様　ご祝辞

京都市長　門川　大作 様　ご祝辞

本日ここに、龍谷大学創立370周年記念祝賀会が開催さ
れるにあたり、一言お祝いの言葉を申し上げます。
龍谷大学におかれましては、1600年代に設けられた「学
寮」を起源とし、仏教的世界観・価値観、そして人間観を
背景とした建学の精神に基づきながらも、仏教系大学で初
の自然科学系学部を設置されるなど、時代と社会の要請に
応えるべく発展を遂げられ、今年で370周年を迎えられまし
た。長い年月を通じ、不断の教育、研究活動を進めてこられ
た、これまでの大学関係者の皆様方のご尽力に対しまして、
深く敬意を表します。
さて、本県大津市に瀬田キャンパスを開設いただきまし
たのは、平成元年のことでありました。
当時、滋賀県では、「ひと」に焦点を当て、「ひとの時代・
活力創世の郷土づくり」をめざしておりました。これは、県
勢の発展に大きく寄与する技術者、研究者、さらには地域
リーダーを養成していただくとともに、産学官の連携、また
「地域に開かれた大学」としての役割を果たしていただくこ
とを期待したものであります。
龍谷大学におかれましても、この地域貢献への期待に応
え、平成４年に私立大学では初のレンタルラボを備えた
「龍谷エクステンションセンター（ＲＥＣ）」を設置いただきま
した。以来、産学官連携事業をはじめ生涯学習事業や学生
ベンチャー育成事業、また里山や町家を生かした活動など、
積極的に人や地域とのつながりを大切にした取り組みを進
めていただいております。
近年、少子高齢化の進行や地球規模の環境問題の深刻化、

グローバル化に伴う地域経済の行き詰まりなど時代が大き
く変化する中、持続可能な社会を築いていくためには、県民、
企業、ＮＰＯの皆さんをはじめ、行政、教育研究機関などあ

滋賀県知事　嘉田　由紀子 様　ご祝辞

の国民の皆様が享受できるのではないかと思ったときに、私
たちは今、ひとつの課題を抱えております。それは、生活が豊
かになったときに、人々の連帯感が失われ、今まで日本の社
会を支えてきた地域の絆というものが、非常にもろくなって
いるのではないかということであります。どのようなすばら
しい施策を講じ、どのようなすばらしい施設を作っても、そ
れを享受する地域社会が崩壊していては、これは「砂の上に
楼閣を建てる」に似ているような事態になってくるわけであ
ります。まさに、今こそ、「共生」の精神で、人々が支えあって、
そしてその中で、地域を豊かにする、心を豊かにする、そうし
た社会が求められていると思います。
昨日、龍谷大学におかれましては、新たに「政策学部」、そ

して大学院に「政策学研究科」の開設を発表されました。「協
働」という言葉が、今こそ大切なこのときに、地域において人
と人とのつながりを大切にし、そしてその中で新しい地域社
会の形成を生み出すための政策やそのための公共人材を、
育成していただけるということであり、まさに、新しい時代
に向かって「共生」の精神という建学のスローガンが、これか
らさらに発揮されていかれるものと大いに期待していると
ころであります。
私ども行政も、皆様と一緒になって、新しい時代の、心豊

かな日本を作り上げるために、努力をしていきたいと思って
おりますので、龍谷大学の皆様の、ますますのご尽力とご協
力を心からお願い申し上げたいと思っております。
結びに当たりまして、龍谷大学の今後ますますのご発展

と、本日ご参集の皆様のご健勝を念じまして、私のお祝いの
言葉とさせていただきます。

らゆる主体が社会や地域の一員として互いに協力し合
い、それぞれの持つ力を最大限に発揮していくことが求め
られています。
「龍谷エクステンションセンター」による社会連携事業や、
現場を大切にした教学活動などは、まさに「地域に開かれ
た大学」として、時代を見据えた地域貢献を、いち早く展開
してこられたものと改めて敬意を表します。
また、滋賀には、龍谷大学をはじめ琵琶湖を取り囲むよう
に 13 の多様な大学があります。大学生数も平成 21年 5月
現在、3万 7千人を超え、単位人口当たりの学生は京都、東
京に次いで全国第 3位となっております。こうした中、これ
ら13 大学によります「環びわ湖大学コンソーシアム」の取
り組みをはじめ、各大学が連携いただいていることは大変
心強く、今後ともその力を結集いただき、魅力ある滋賀県づ
くりに向け、より一層重要な役割を果たしていただくことを
期待しております。
本県としましても、県政運営の基本方針である「滋賀県
基本構想」におきまして、「未来を拓く共生社会」の実現に
向け、「人の力」「自然の力」「地と知の力」を活かした取組を
進めていくこととしております。龍谷大学が輩出してこられ
ました優れた人材、国内外で高い評価を受けられてきた多
くの研究業績、多方面にわたる特色ある地域連携事業など
は、本県のこれまで、また、これからの発展にとって欠かせ
ない財産であると、改めて強く認識している次第です。
最後になりましたが、創立 370 周年を機に龍谷大学が地
域に活力を与え、地域と共に歩む大学としてさらに大きく
発展されますことを念じあげ、お祝いの言葉とさせていた
だきます。

作家　
五木　寛之 様

京都府知事　
山田　啓二 様

京都市長　
門川　大作 様

滋賀県知事　
嘉田　由紀子 様

本日、日本はもとより、世界のすばらしいリーダーの方々
が参集され、龍谷大学創立 370周年記念式典・祝賀会が
挙行されますこと、心からお慶び申しあげます。
日本に初めて誕生した大学は、1877年の東京大学だとい
われます。しかし、それより238年も前（1639年）に、龍谷大
学の前身である僧侶養成機関「学寮」が西本願寺に創立し
ています。以来370年、龍谷大学は 1年も途絶えることなく
講義が続けられてきた、京都が誇る世界でも稀有な大学で
あります。このような、歴史と伝統に培われた「建学の精
神」を体現されている、橘理事長、若原学長をはじめとした
龍谷大学の皆様の教育理念と賢い実践姿勢に、本当に頭
が下がる思いで一杯です。
京都はさまざまな都市特性を有するまちでありますが、
最大の特性は、宗教都市であるということです。京都の自
然、環境、景観、文化、歴史、学問、ものづくり、観光など、あ
らゆる京都の特性の根幹には宗教があります。そして、宗
教と学問が融合し、京都は独自の豊かな芸術や文化、人材
を育んでまいりました。宗教と学問がなければ、京都は「京
都」でなかった。その京都にとって、龍谷大学が果たしてき
ていただいた功績ははかり知れないものです。
本年には、龍谷大学を代表校とする“国際連携プログラ
ム開発”が、文部科学省の支援プログラムに採択され、龍谷
大学のご尽力により、大学・短期大学、京都市や大学コン
ソーシアム京都など15団体で“国際連携を推進する協定書”
を締結いたしました。

そして、8月には、西垣副学長と、今年姉妹都市提携 50
周年を迎えたボストン市に赴き、「大学コンソーシアム京
都」と「フェンウェイ・コンソーシアム」との包括交流協定
を締結してまいりました。この協定は、留学生 1万人を目標
に掲げる「大学のまち京都・学生のまち京都」にとって、未
来の大きな飛躍につながると私は確信しております。
また、龍谷大学は、地域との連携にも積極的にお取り組
みいただいています。大学や学生と地域とが一体となって
取り組む本市の事業「学まちコラボ事業」の採択件数は、
全大学で1位の実績を挙げられ、内容も充実しています。
国際的な連携から地域との連携まで、まさに、共に生きる

「共生」の言葉どおりに、大学づくりをされている。森全体を
見つめながらも、一枚一枚の葉にまで思いを至らせ、全ての
葉が生きる道を歩もうと力を尽くされている皆様に、改めて
敬意を表します。
「京都に龍谷大学があってよかった」。
これからも龍谷大学が自在に天空を飛翔する龍のように、

“世界の龍谷大学”として、大きく羽ばたかれることを願っ
ております。
ここにお集まりの皆様とともに、龍谷大学の 370 年もの
多大なる功績を称えるとともに、今後の龍谷大学の更なる
飛躍とご参集の皆様の御健勝を念じまして、私のお祝いの
言葉とさせていただきます。
本日は、おめでとうございました。

ともいき ともいき

ともいき

く　に

ともいき

希有な学びの場として、これから
もさらに大きく成長していくこと
でしょう。
おめでとうございます。

龍谷大学創立 370 周年記念式典・祝賀会・21世紀歴
史大学シンポジウムが盛大に開催されますことを心から
お祝い申しあげます。永年にわたり教育・研究という崇
高なご活動を続けられ、この日を迎えられた感慨はひとし
おのことと拝察いたします。本来ならば出席し、皆様とと

国土交通大臣　前原　誠司 様
もにお祝いをさせていただくべきところ、お伺いすること
ができず大変残念でございます。
貴大学の益々のご隆盛をご期待申しあげますと共に、
皆様のご活躍とご健勝を念じあげます。

龍谷大学創立 370 周年を心よりお祝い申し上げます。
親鸞聖人の精神である「平等・自立・内省・感謝・平和」
に基づく人間力を備えた魅力ある人材の育成と、これか

日本私立学校振興・共済事業団　理事長　鳥居　泰彦 様
らも仏教系総合大学としての特色を存分に生かした学園
作りに御期待申し上げますとともに、貴学の更なる御発展
を念じあげます。

この他、87件の祝賀メッセージをいただきました。
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開式の辞
真宗宗歌
讃仏偈
＿代表焼香＿

短念仏
回向
恩徳讃
理事長挨拶（不二川公勝前理事長）
学長挨拶（若原道昭学長）
学歌斉唱
閉式の辞

開式の辞
挨拶
乾杯
歓談
＿男声合唱団合唱＿
＿雅楽会演奏＿
＿吹奏楽部演奏＿

閉式の辞

男声合唱団（龍谷大学学友会宗教局）
吹奏楽部（龍谷大学学友会学術文化局）
雅楽会（龍谷大学一般同好会）

記念祝賀会（園遊会）遠景

記念事業報告 ❸

記
念
式
典

記
念
式
典
事
業

記
念
式
典

創立３７０周年記念式典・記念祝賀会（園遊会）2009.10.23

大宮キャンパス～本願寺～
京都駅前
京都駅ビル駅前広場
深草キャンパス

（金）

2009.10.24    ~25（土）

（木）

（日）

2009.10.24    ~25（土） （日）

記念祝賀祭

開催日

深草キャンパス 図書館特設コーナー会　場

328名参加者

開催日

会　場

参加サークル

開催日

会　場

次 第

出演者

須弥山儀国宝 類聚古集（万葉集） 青龍 重要文化財 李柏尺牘稿

混一疆理歴代国都之図

龍谷大学所蔵稀書展

親鸞聖人降誕会の当日にあたる5月21日、主に学内教職員を対象とした「創立370周年記念式典」
が、10年にわたる平成の大修復が完了したばかりの本願寺「御影堂」において挙行されました。
「讃仏偈」のお勤めの後、不二川公勝前理事長、若原道昭学長による挨拶に続き、参列者全員で龍
谷大学学歌を斉唱して、厳かな雰囲気の中で式典が勤修されました。
式典終了後は、場所を大宮キャンパスへ移し、重要文化財である本館前において「記念祝賀会（園
遊会）」が開催されました。男声合唱団による合唱、雅楽会による雅楽の演奏、吹奏楽部によるパレード
が行われ、園遊会を華 し々く彩りました。

本願寺　御影堂
大宮キャンパス　本館前

創立370周年を学生のパワーで盛り上げよう
と、「記念祝賀祭」を開催しました。
23日の前夜祭では、京都駅ビル駅前広場での

ミニコンサートの前に、バトン・チアと吹奏楽部が
LEDを身にまとい、大宮キャンパスから本願寺を
経由して京都駅までをパレード。道行く人を楽しま
せました。
24・25日は深草キャンパスにて、学友会サーク

ルによる、展示・発表・教室・アトラクションなど、訪れ
た誰もが楽しめるたくさんの催しを実施。模擬店
も50以上出店するなど、近隣の小学生や親子連
れなど多くの方で賑わいました。

創立370周年記念式典・祝賀会・21世紀歴史
大学シンポジウム開催当日、深草図書館特設
コーナーにおいて、龍谷大学が所蔵する国宝
『類聚古集（万葉集）』、重要文化財『李柏尺牘稿』、
『混一疆理歴代国都之図』などの貴重資料合計
33点を公開しました。

（パレード）

（コンサート）

（記念式典）

（記念祝賀会）

（祝賀祭）

【創立３７０周年記念式典】

【記念祝賀会（園遊会）】

前夜祭（パレード・コンサート）

祝賀祭

体育局のクラブが体験アトラクションを実施 記念式典参加者を学友会旗で歓迎

一際目をひくLEDを身にまとい、パレードする吹奏楽部

中央ステージでは様々なサークルが発表

厳かな雰囲気の中記念式典を勤修 吹奏楽部によるパレード　

記念式典御影堂内の様子　 男声合唱団による合唱 雅楽会による演奏

るいじゅうこしゅう

るいじゅうこしゅう

り はくせきとくこう

しゅみせんぎ りはくせきとくこう

こんいつきょうりれきだいこく と の ず

せいりゅう

こんいつきょうりれきだいこくとのず

吹奏楽部・バトン・チアSPIRITS・美術部
あーちすと会・書道部蟠龍會・能楽部・池
坊華道部・茶道部釣寂会・交響楽団・映画
研究部・愛棋会・文芸部・落語研究会・写
真部・硬式野球部・バスケットボール部・ゴ
ルフ部・ハンドボール部・テニス部・端艇部
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開催日

記
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式
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業

会　場

マイケル・イントリリゲータ 氏
（WEAI会長／UCLA）

ケネス・J・アロー 氏
（ノーベル経済学賞受賞者／前WEAI会長）

矢野　誠 氏（日本経済学会 会長）

431名

講演者

参加者

記念事業報告 ❸

国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

記
念
式
典
事
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国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

337名参加者
ノーベル経済学賞受賞者講演会

会　場

【パネリスト】
アンドルー・ゴードン 氏
（ハーバード大学学長代理）

スチャダー・キラナンダーナ 氏
（チュラロンコン大学前学長）

若原　道昭（龍谷大学学長）
【モデレータ】
三雲　孝江 氏（フリーアナウンサー）

講演者

2009.3.24    ~26（火） （木）

創立370周年の大切な節目の年に、龍谷大学
の新たな大学像をかかげるにあたり、世界の歴
史ある大学の代表者を招聘して「21世紀歴史大
学シンポジウム」を開催しました。
第1部では、ハーバード大学学長代理のアンド

ルー・ゴードン氏、チュラロンコン大学前学長のス
チャダー・キラナンダーナ氏、若原道昭本学学長
により「21世紀の世界を踏まえたこれからの大学
教育のあるべき姿」をテーマに意見交換がなさ
れ、今後、世界の平和と学術文化の推進、持続
可能な社会の実現に向けて、連携をより一層深
めることが確認され、三者による共同宣言が発表
されました。
第2部では、創立350周年記念シンポジウム「世

界の中の親鸞」以降、本学とハーバード大学との
間で行われてきた学術交流の成果として、21世
紀の世界で親鸞思想が果たすべき役割につい
て考えるシンポジウムが開催されました。大谷光
真門主に基調講演をいただき、ハーバード大学
の5名の研究者の報告がなされ、今後も両校の
学術交流を深め、親鸞思想の様 な々可能性を検
討していくことが確認されました。
第3部では、9カ国11大学の本学学生交換協

定校代表者が一堂に会し、「教育の国際連携政
策と日本の大学に期待すること」と題した率直で
熱いメッセージを発信しました。

深草キャンパス顕真館、3号館、21号館

深草キャンパス 顕真館

講演会の様子

マイケル・イントリリゲータ氏の講義 ノーベル経済学賞受賞者ケネス・J・アロー 氏と　

スチャダー・キラナンダーナ 氏

モデレータの三雲 孝江 氏と若原学長

第1部の様子

第2部の様子

第3部の様子学生交換協定校の代表者と一同に会して ティーパーティーの様子

アンドルー・ゴードン 氏

ハーバード大学からのパネリスト

龍谷大学のレスポンデント

開催日

21世紀歴史大学シンポジウム
2009.10.25（日）

歴史ある大学と龍谷大学　学長対話

462名参加者

【基調講演】
大谷　光真 氏（浄土真宗本願寺派門主）
【パネリスト】
ジョン・カーマン 氏（ハーバード大学名誉教授）
ドナルド・スウェラー 氏
（ハーバード大学教授・世界宗教研究所所長）

アン・ハーリントン 氏（ハーバード大学教授）
ジャネット・ギャツオ 氏（ハーバード大学教授）
チャールズ・ハリシー 氏（ハーバード大学教授）
【レスポンデント】
赤松　徹真（龍谷大学文学部長）
デニス・ヒロタ（龍谷大学文学部教授）
【コーディネーター】
嵩　満也（龍谷大学国際文化学部長）

講演者

アメリカ最大の学会のひとつ「Western Economic 
Association International（西部経済学会）」が、日本
で初めて開催する学術会議「8 th Biennial Pacific Rim 
Conference（環太平洋地域会議）」に本学が協賛し、
ノーベル経済学賞受賞者講演会を開催しました。
ケネス・J・アロー氏（ノーベル経済学賞受賞者）お

よび矢野誠氏（日本経済学会会長）の基調講演、ま
たその2名に加えて、マイケル・イントリリゲータ氏
（WEAI会長）を交えたパネルディスカッションが開
催され、80以上のセッションでは、日頃の研究内容、
学会発表について大変活発な議論が行われました。

21世紀の世界と親鸞 ‒挑戦と潜在力‒

236名参加者

【パネリスト】
曺　圭香 氏（東亞大学総長）
リチャード・ ペイン 氏（米国仏教大学院学部長）
アンドリュー ・ タガート 氏
（マードック大学人文教育学部長）

莊　坤良 氏（国立台湾師範大学国際部長）
パトリシア ・ ディ ・ バージリオ 氏
（ＲＭＩＴ大学国際部長）

　　玉豪 氏（上海師範大学副学長）
ズヘア ・ ムニール 氏
（カリフォルニア大学デービス校名誉工学部長）

リイサ ・ タバナイネン 氏
（ヨエンスゥ大学イースタンフィンランド大学2010国際部長）

マレガプル ・ マクゴバ 氏
（クワズール･ナタール大学副総長/学長）

フランシスコ ・ トマス ・ ヴェルト 氏
（バレンシア大学学長）

アダム ・ ブドゥニコウスキー 氏
（ワルシャワ経済大学学長）

若原　道昭（龍谷大学学長）

講演者

教育の国際連携政策と日本の大学に期待すること

第1部

第1部

第2部

第3部

第2部

第3部



龍谷大学は明治以降の学林改制によって、浄土真宗の僧侶のみならず
広く門戸を開いて学問の開放をめざし、特に仏教研究においては他宗派
の人材も多く輩出してきました。このように本学が日本仏教界に大きな足跡
を印してきた意義を想い、創立370周年記念として、仏教各宗派を代表す
る5名の先生方による特別講演会を開催しました。特に初回には、浄土真
宗本願寺派 大谷光真門主よりお祝いの意味をこめて親しくお言葉をいた
だきました。
講演会では各講師とも、それぞれの各宗各寺にゆかりのあるお話をされ

ながらも、一様に今日の社会を憂いつつ、広く仏教一般という視点から、仏
教のめざすところは、人々が仏法に帰依し、教えを聴き、学ぶことによって、
自分が「限りあるいのちを生かされている」ことを知ることであると説かれま
した。そしてだからこそともに許し合い、信頼し合い、支え合って生きる平和
な社会を築き上げてゆくことが大切であると強く訴えておられました。

人間・科学・宗教総合研究センターのもと、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業、および
戦略的研究基盤形成支援事業に採択された8つの研究センターが、「あらゆるいのちの『共生』と未来
への『持続可能性』の探究－人間・科学・宗教の調和と進展」を総合テーマとして、これまでの研究活動
を相互に共有しその成果を広く世界に還元するために、連携シンポジウムを2回にわたり開催しました。

龍谷大学アフガニスタン仏教遺跡学術調査隊によって発見された数々の文化遺産は、仏教西漸の歴
史を知る上で非常に重要な資料となっています。本シンポジウムは、アフガニスタンの文化財保存にかかわ
る方々の講演を通し、今人類に必要な「共生」の精神を受け止めるとともに、アフガニスタンの真の復興に
貢献することを目的に開催しました。
6日は、福山哲郎外務副大臣にご挨拶をいただいた後、タリバーンに破壊されたバーミヤーン遺跡調
査研究の第一人者であるゼマルヤライ・タルジ氏や、これまで同遺跡調査に携わってこられた研究者の
方 に々よる講演がなされました。
7日は、本学のアフガニスタン仏教遺跡学術調査報告とともに、アフガニスタンカーブル国立博物館
館長オマラ・ハーン・マスーディ氏や本学の調査にも参加したアフガニスタン考古学研究所所員のケタブ・
ハーン・ファイズィ氏から、アフガニスタンの文化財とその保存について講演をいただきました。
また併せて、仏教遺跡やアフガニスタンの人 な々どを紹介した約181点の写真パネルを展示し、アフガ
ニスタンの真実を広く社会に伝えました。
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アフガニスタン仏教遺跡学術調査研究シンポジウム 宗教部特別講演会

深草キャンパス　顕真館

特別講演Ⅰ：上田紀行氏による講演

ジノ・ヴァン・ベギン氏による講演各センターからの研究成果発表

多くの参加者を集めて開催 写真展の様子

オマラ・ハーン・マスーディ氏による講演

講演者

人間・科学・宗教シンポジウム

【第2回】「共生と持続可能性のある世界をめざして」
開催日 2010.2.13（土）
会　場

【第１回】「非暴力と共生の世界を願って」

250名参加者

開催日 2009.12.8（火）

会　場

講演者

120名参加者

京都ホテルオークラ 暁雲の間

【来賓挨拶】
大谷　光真氏（浄土真宗本願寺派門主）

【講演会講師】
（特別講演Ⅰ）上田　紀行氏（東京工業大学大学院准教授、文化人類学者）
（特別講演Ⅱ）長崎　暢子（東京大学名誉教授、龍谷大学名誉教授、
　 　　  　　龍谷大学人間・科学・宗教総合研究センター研究フェロー）
【講演会レスポンス】
（特別講演Ⅰ）鍋島　直樹（人間・科学・宗教シンポジウム実行委員長、
　　　　 　　人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター長、法学部教授）
（特別講演Ⅱ）武田　龍精（龍谷大学名誉教授、龍谷大学人間・科学・    
　　　　　　　　宗教総合研究センター研究フェロー）
【研究成果発表】
岡田　至弘（古典籍デジタルアーカイブ研究センター長、理工学部教授）
宮下　豊勝（情報通信システム研究センター長、理工学部教授）　
村井　敏邦（矯正・保護研究センター長、法科大学院教授）　
石塚　伸一（矯正・保護研究センター副センター長、法科大学院教授）　
ポーリン・ケント（アフラシア平和開発研究センター長、国際文化学部教授）
鍋島　直樹（人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター長、法学部教授）

【開会挨拶】
若原　道昭（龍谷大学学長）

【研究発表】
鍋島　直樹（人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター長、法学部教授）
宮浦 富保（里山学研究センター長、理工学部教授）
大柳 満之（革新的材料・プロセス研究センター長、理工学部教授）
白石 克孝（地域人材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・センター長、
法学部教授）
【特別講演】
ジノ・ヴァン・ベギン氏（「イクレイー持続可能性をめざす自治体協議
会」世界事務局次長・ヨーロッパ事務局長）
【レスポンス】
（研究発表）河口 真理子 氏（株式会社大和総研経営戦略研究部部長、
　　　　 　経営戦略研究所主任研究員、社団法人日本証券アナリスト協会検
　　　　　　定委員、青山学院大学講師）
（特別講演）高村 ゆかり（法学部教授）
　　　　白石 克孝（地域人材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・
　　　　　　センター長、法学部教授）
　　　　牛尾 洋也（里山学研究センター・副センター長、法学部教授）

第1回シンポジウム会場の様子

鑑真和上は日本への渡海にしりごむ弟子たちに向かって「彼の国は誠に仏法の縁
の深い国である。求めがあれば法を説くのを惜しんではならぬ」と、自ら渡海される決意
をされ、12年間に5度の挫折にも拘らず不惜身命の覚悟でそれを果たされました。和上
の志は「共結来縁」―仏縁を結ぶ―というところにあったというお話でした。

【第5回】「今に生きる天平の甍」

参加者

開催日

会　場

（金）

120名

2009.11.20

深草キャンパス 顕真館

〈1957（昭和32）年文学部仏教学科卒業〉
松浦　俊海 師（律宗管長・唐招提寺長老，壬生寺貫主）

聖徳太子は、全ての人々が絶対平等の拠り所として「万国の極宗」である三宝に帰依
し、仏法を信じて「共に是れ凡夫」であることを自覚して我が身を正し、慈悲の心をもって
人 を々善導し、お互いに和合・協調し、ともに信頼と尊敬で結びつき、みんなが安穏で平和
に生きてゆける「和」の社会の実現を願い求められたのであるというお話でした。

【第3回】「聖徳太子の理想 ─ 仏法による『和』の社会─ 」

参加者

開催日

会　場

（火）

180名

2009.9.29

深草キャンパス 顕真館

〈1972（昭和47）年大学院文学研究科修士課程仏教学仏教史専攻修了〉
大野　玄妙 師（聖徳宗管長・法隆寺住職）

『大般若経』をはじめ『維摩経』『華厳経』『法華経』などの大乗経典に説かれる「浄
仏国土 成就衆生」は、福祉と教育だと言えます。これこそ、大乗菩薩道の利他の精神
を端的に表わす語であり、今日的には人類社会の救済、理想国土の建設を目指す慈悲
行の原理なのであるというお話でした。

【第4回】「浄仏国土　成就衆生」

参加者

開催日

会　場

（水）

100名

2009.10.14

深草キャンパス 顕真館

〈1957（昭和32）年（旧制）龍谷大学研究科仏教学専攻修了〉
水谷　幸正 師（佛教教育学園理事長，東海学園理事長）

東大寺では大仏建立の年からこれまで1258年間に1度も欠かすことなく「修二会
（お水取り）」が勤められています。これは自身とそして全国民になり代わって懺悔を行
い、国民の幸せ、国の安泰、世界平和を祈るもので、まさしく「動植ことごとく栄えん」とい
う大仏建立の精神を体現する行法なのであるというお話でした。

【第2回】「日常雑感」

参加者

開催日

会　場

（火）

190名

2009.6.9

深草キャンパス 顕真館

〈1962（昭和37）年文学部仏教学科卒業〉
上野　道善 師（華厳宗管長・東大寺別当）

美しく、豊かな心を持つには「感謝の心」 「慈愛の心」 「敬いの心」 「詫びる心」 
「ゆるす心」の五つの心が大事であること、そして、それは無限の眼に見えない大いなる
ものに生かされていることを知り、合掌・礼拝し生活の中に活かしてゆくことによって与え
られてくるというお話でした。

【第１回】「心を豊かに」

参加者

開催日

会　場

（水）

430名

2009.4.22

深草キャンパス 顕真館

〈1962（昭和37）年大学院文学研究科修士課程仏教学仏教史専攻修了〉
安田　暎胤 師（法相宗管長・薬師寺管主）

さん  げ

ふしゃくしんみょう

ともいき ともいき

各センターからの研究成果発表

ともいき

2010.3.6（土）

2010.3.6    ~3.12（土）
3.23    ~3.29（火） （月）

（金）

国際シンポジウム

2010.3.7（日）学術調査総括報告会

写真展

深草キャンパス 顕真館

、

（写真展）至心館２Fパドマ

（6日）

1,000名（写真展）
300名（7日）

（6日）

ゼマルヤライ・タルジ 氏（ストラスブール大学教授）
岩井 俊平 （龍谷大学講師）
谷口 陽子 氏（筑波大学助教）
宮治 昭（龍谷大学文学部教授）
《来賓：福山哲郎外務副大臣》
（7日）

オマラ・ハーン・マスーディ 氏
（アフガニスタンカーブル国立博物館館長）

井上 陽
（アフガニスタン仏教遺跡学術調査共同研究員）

エルダル・カ・ヤルチュン 氏
（ボアジチ大学アジア研究所研究員）

ケタブ・ハーン・ファイズィ 氏
（アフガニスタン考古学研究所所員）

山田 明爾（龍谷大学名誉教授）　

入澤 崇
（龍谷大学経営学部教授、アフガニスタン仏教遺跡学術調査隊隊長）

総合コーディ
ネート

ともいき

「人類の至宝　アフガニスタン～仏教西漸～」
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学術研究高度化推進事業関連シンポジウム

50名参加者

開催日 2008.12.6
会　場

ポーリン  ・ ケント（龍谷大学アフラシア平和開発
研究センター長、国際文化学部教授）

濱下　武志（龍谷大学アフラシア平和開発研究
センター第３班班長、国際文化学部教授）

土屋　礼子 氏（大阪市立大学大学院文学研究科教授）
福井　七子 氏（関西大学外国語学部教授）
胡　備 氏（天津理工大学外国語学院日本語学部准教授）
郭　連友 氏（中国北京日本学研究センター教授）

講演者

（土）

深草キャンパス 21号館603教室

開催日 2009.6.4
会　場

海野　マーク 氏
（オレゴン大学准教授、東アジア宗教学、
日本中世思想）

講演者

（木）

深草キャンパス 顕真館

国際学術講演会「目覚めゆく心の平和・世界の平和」
【シリーズ第1回】「世界の中の念仏 ： 無碍の一道」

【シリーズ第2回】「心の平和、世界の平和 ： その究極的変容」

90名参加者

２４０名参加者

開催日 2009.6.8
会　場

【講師】
デイヴィッド H. ローゼン 氏
（テキサスA＆M大学教授）

【通訳・レスポンス】
海野　マーク 氏（オレゴン大学准教授）
【モデレイター】
鍋島　直樹（龍谷大学人間・科学・宗教オープン・
リサーチ・センター長、法学部教授）

鐘ヶ江 秀彦 氏
（立命館大学地域情報研究センター長、政策科学部教授）
アッティリオ ・ ピニェーリ 氏
（ニュージーランドマッセイ大学エネルギー研究センター副所長）

伊東 真吾 氏
（京都府地球温暖化防止活動推進センター事務局長）
小川 眞 氏〈日本バイオ炭普及会（JBA）会長、
大阪工業大学環境工学科客員教授〉
酒井 省五 氏（農事組合法人ほづ代表理事）
二階堂 孝彦 氏
（農林水産省生産局農業環境対策課課長補佐）

富野 暉一郎 （龍谷大学地域人材・公共政策開発システム
オープン・リサーチ・センター第3研究班長、法学部教授）

講演者

（月）

（月）

大宮キャンパス 清和館

130名参加者

開催日 2008.12.13
会　場

宮浦　富保（龍谷大学里山学・地域共生学オープ
ン・リサーチ・センター長、理工学部教授）

金　錫権 氏
（韓国山林科学院林産工学部林産物品質試験チーム長）

湯本　貴和 氏（総合地球環境学研究所教授）
金　才賢 氏
（韓国建国大学校生命環境大学環境科学科教授）

丸山　徳次（龍谷大学里山学・地域共生学オープン・
リサーチ・センター副センター長、文学部教授）

遊磨　正秀（龍谷大学里山学・地域共生学オープン・
リサーチ・センター研究スタッフ、理工学部教授）

講演者

総合司会

（土）

深草キャンパス 21号館603教室

175名参加者

開催日 2010.3.8
会　場

講演者

パネリスト

ガレリアかめおか（京都府亀岡市）

国際シンポジウム「炭を使った農業と地域社会の再生～市民が参加する地球温暖化対策～」

開催日 2009.3.21
会　場

マイケル・トンリー 氏（ミネソタ大学教授）
トム・エリス 氏（ポーツマス大学 主任講師）

ジョン・プラット 氏（ヴィクトリア大学教授）
デイビッド・ジョンソン 氏（ハワイ大学教授）
浜井　浩一（龍谷大学矯正・保護研究センター基礎
研究部門長、法科大学院教授）

タピオ・ラッピ-ゼッパーラ 氏
（フィンランド国立司法研究所所長）

宮澤　節生 氏（青山学院大学大学院教授）

講演者

（土）

深草キャンパス 21号館604教室

145名参加者

国際学術シンポジウム「よみがえるルース・ベネディクト －紛争解決・文化・日中関係－」

アッティリオ ・ ピニェーリ 氏による特別講演 パネルディスカッションの様子

アフラシア平和開発研究センターでは、近年中国で出版ブームとなっているルース・ベネディクト著『菊
と刀』を取り上げ、紛争解決における文化研究の役割について議論を行いました。ベネディクト研究者、
歴史社会学者、日本学研究者など、日中から6名の研究者が報告し、第二次大戦期および現代日中関
係における同書の歴史的・現代的文脈を検証しつつ、新たな文化理解による紛争解決の可能性につい
て論じました。

熱心に聞き入る参加者 質疑応答の様子

国際シンポジウム「グローバル化する厳罰化とポピュリズム」
矯正・保護研究センターでは、中核となる考え方として「共生」や社会的包摂による犯罪者の更生

をかかげており、その意味から近年の厳罰化政策を批判的に検討してきました。近年、欧米先進国を
中心として世界的規模で進行しつつある大衆迎合型の厳罰化であるPenal Populismを取り上げ、そ
れを国際的比較的に検討しつつ、いかにして刑事政策領域における「共生」を可能とするのかについ
て議論が行われました。

国際シンポジウム「里山－文化としての自然」（Satoyama ： Nature as Culture）
里山学・地域共生学オープン・リサーチ・センターでは、日本と韓国の里山に焦点をあて、国際シンポジウム

「里山－文化としての自然」を開催し、それぞれの国における里山の歴史、現代における問題点、里山に関
する研究成果と今後の課題などについて、日韓の5人の研究者が様 な々観点から報告し、議論を行いました。
　また、現在の社会においても里山を活用すべきという共通認識に立ち、どんな取り組みが可能で、どう世
界に情報発信していけば良いか、行政面・教育面などの多様な側面から幅広い議論を行いました。会場前
においては、里山に関するパネル展示も行いました。

米国における海野マーク氏の研究書には、本学人間･科学･宗教オープン・リサーチ・センターの研究
者による成果が数多く掲載されています。仏教も心理療法もともに、人間の苦悩の現実に向き合い、病め
る人に解釈を加えずに静かに寄り添いながら、やがて病める人が心の拠り所を見出して、人格的に成長
し、現実世界において生きる力を持てるようになることをめざしています。この国際学術講演では、人間の
苦悩をありのままに理解しながら、深い心の安らぎをもたらす人間理解のあり方を探究しました。

デイヴィッド・ローゼン氏は、全米を代表するユング心理学分析家であるとともに、仏教や日本文化に深
い理解を持っておられます。人間一人ひとりが心の平和を体得していくことによってはじめて、夫婦、家族、
地域、国家、ついには世界の平和を構築していくことができる、こうローゼン氏は指摘された後、心の平和
には、ユーモア、優しさ、忍耐、遊ぶ心、宗教的意義が大きな役割を担いうることを明らかにされました。

龍谷大学、立命館大学、地元関係機関などが連携し、炭が環境型地域再生に果たす役割について
考えるシンポジウムを京都府亀岡市で開催しました。
農業におけるバイオマス炭の評価など国際的な動向と、国内における炭素埋設農法の確立に向けた

取り組みを踏まえ、二酸化炭素削減に向けた「亀岡カーボンマイナスプロジェクト」における市民参加の
実践事例を紹介。多くの市民にも参加いただく中で、炭を使った農業と地域再生のあり方、市民が参加
する地球温暖化対策について、各専門の立場から幅広く示唆をいただきました。

報告の様子（胡　備 氏） パネルディスカッションの様子

湯本 貴和 氏による講演 ディスカッションの様子

第1回講演会の様子 講演する海野マーク 氏

第2回講演会の様子 デイヴィッド・ローゼン氏（左）、海野マーク氏（右）

ともいき

ともいき

コーディネーター

白石 克孝（龍谷大学地域人材・公共政策開発
システムオープン・リサーチ・センター長、法学部教授）
土山 希美枝（龍谷大学地域人材・公共政策開発システム
オープン・リサーチ・センター第2研究班長、法学部准教授）
他

主催者出席者
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創立370周年学術企画
開催日

会　場

講演者

大宮キャンパス　
清和館／本館　展観室

40名参加者

100名参加者

開催日 2009.8.21
8/21
8/22

8/21 220名8/22

22

会　場

【講師】
カール・ベッカー 氏
（京都大学こころの未来研究センター教授）

ラリー・ヴァンデルホエフ 氏
（カリフォルニア大学デービス校学長）

エンリケ・ラヴァニア 氏
（カリフォルニア大学デービス校工学部長）

ズヘア・ムニール 氏
（カリフォルニア大学デービス校工学部教授）

若原　道昭（龍谷大学学長）
四ツ谷　晶二（龍谷大学理工学部長）
大柳　満之（龍谷大学理工学部教授）

坂口　幸弘 氏
（関西学院大学人間福祉学部准教授）

スティーブ・バクリー 氏(AMARC理事長・英)
マヴィック・カブレラ 氏(AMARC女性代表理事・比)
日比野　純一 氏
(AMARC日本協議会代表、FMわぃわぃ代表取締役)
アシシ・セン 氏(AMARCアジア・太平洋地域理事長・印)
麓　憲吾 氏(あまみFM、NPO法人ディ！理事長)
宗田　勝也 氏（難民ナウ！）
松浦　哲郎
（AMARCアジア・太平洋地域理事、龍谷大学社会学部講師）
松浦　さと子（龍谷大学経済学部准教授）

マーティン・ケニー 氏
（カリフォルニア大学デービス校教授）

江崎　宏 氏（株式会社パソナテック 海外事業部 
グローバルソーシングシニアアドバイザー）

安藤　穣 氏（インフォシステクノロジーズリミテッド）
中川　涼司 氏（立命館大学国際関係学部教授）
夏目　啓二（龍谷大学経営学部教授）
石上　悦朗 氏（福岡大学商学部教授）
細川　孝（龍谷大学経営学部教授）

講演者

（金） （土）

（土）

西本願寺ロサンゼルス別院
寺崎会館

645名参加者

開催日 2009.11.21
会　場

講演者

コーディネーター

深草キャンパス 3号館301教室

（土）

150名参加者

開催日 2009.6.13
会　場

講演者

深草キャンパス 21号館603教室

基調講演を行うヴァンデルホエフ学長 パネルディスカッションの模様。学内外より多数の参加をいただいた

「喪失の癒しとアート」会場の様子

シンポジストによる総合討論 楊教授による基調講演

寺崎会館にて 懇親会の様子

マーティン・ケニー氏による基調講演 シンポジウムでの研究報告の様子シンポジウム「コミュニティラジオの促進と持続可能性の確保」パネリスト 全体講演Ⅰ：「コミュニティラジオに女性の声を̶決
定への参加」でのマヴィック・カブレラ 氏

（水）

401名参加者

開催日

パネリスト

モデレーター

2008.10.29
会　場

講師・
パネリスト

瀬田キャンパス 4号館209教室

理工学研究科GPシンポジウム「倫理観と国際性を備えた科学技術者の養成をめざして」

延べ160名参加者

開催日

会　場

講演者

深草キャンパス

楊　普景 氏
（韓国誠信女子大学校社会科学大学地理学科教授）

藤田　明良 氏（天理大学国際文化学部教授）
濱下　武志（龍谷大学研究フェロー）
岡田　至弘（龍谷大学理工学部教授・古典籍デ
ジタルアーカイブ研究センター長）

中村　和之 氏（函館工業高等専門学校教授）
村岡　倫（龍谷大学文学部教授）

シンポジウム 550名展示

米国カリフォルニア大学デービス校ラリー・ヴァンデルホエフ学長の基調講演「社会的責任感を培うた
めに大学教育が果たす役割」、パネルディスカッション「社会的責任感や仏教に根ざした倫理観を育む
ために大学教育が果たす役割」を開催。倫理観の希薄化がもたらす現代的課題と高等教育機関が果
たすべき社会的責任感や倫理観を培う教育の必要性について、提言がなされました。当シンポジウムの
内容を日本語および英語で掲載した報告集を作成しています。

国際シンポジウム「多元視野で解明する至宝『混一疆理歴代国都之図』」
こんいつきょう り れき だいこく と の ず

古地図研究に携わる国内外の研究者が一堂に会し、本学所蔵の現存する最古級世界地図「混一
疆理歴代国都之図」についての国際シンポジウムを開催しました。古地図研究の第一人者である韓国
誠信女子大学校・楊教授の基調講演をはじめ、研究成果報告や総合討論がなされ、また同時開催とし
て「混一疆理歴代国都之図」原図・デジタル復元図や関連する古地図が展示公開されました。

龍谷大学 in Los Angeles  創立370周年記念文化講演会
命の尊厳が様々に議論されている昨今、あまりにも専門分野にかたより過ぎて、一般人にはその切り

口の整理にとまどいが生じています。このような命に対応する心構えについて、カール・ベッカー博士に日
米両語で講演していただきました。

シンポジウム「アジア新世紀̶国際移動するIT人材̶」
アジアにおけるIT人材の移動が、IT産業の発展にどのように寄与したのかについてのシンポジウムを
開催。基調講演では、カリフォルニア大学デービス校 マーティン・ケニー教授が、インドＩＴ産業におけるオ
フショアリングの現状について講演。続く、シンポジウムでは、夏目啓二氏、江崎宏氏、安藤穣氏、中川涼
司氏がシンポジストとなり、研究報告・質疑応答が行われました。アジアのＩＴ産業が発展した要因として、
新興経済国から先進国へ留学した人材が帰国し、ＩＴ産業の発展に寄与していることを取り上げ、ＩＴ人
材の国際移動がアジアのＩＴ産業発展の要因であると結論づけました。

国営放送、公共放送、商業放送とは異なる「非営利コミュニティ放送」。世界117カ国、ラジオ放送局を
はじめとする4000団体をつなぐネットワーク「世界コミュニティラジオ放送連盟」AMARCから理事長と女
性代表理事、アジア・太平洋地域理事長の3名を招き、コミュニティラジオの促進や持続、地震や水害な
どの被災地の救援や女性の声を社会に届ける意義などについて討論されました。

遺族サポート事業 

国際シンポジウム「世界のコミュニティラジオに平和の声を聞く－地域と世界を結んで－」

大切な人を亡くしたご遺族へのサポートについて、「実践」「教育」「研究」の視点から総合的に取り
組みを実施。2008年10月に第1回講演会を開催し、11月より遺族のサポートグループ～遺族会「ミトラ」～
を設立、毎月1回「分かち合いの会」を開催しています。
2010年2月には第2回講演会として、アートセラピストの藤井昌子氏を招き、大切な人を亡くした方への

アートセラピー「喪失の癒しとアート」を開催しました。
これまでの参観者は延べ160名、毎回の「分かち合いの会」には10名前後のご遺族が来られています。

2008.10.12（日）

2008.11~

第1回講演会

第1回講演会

藤井　昌子 氏（アートセラピスト）
第2回講演会

2010.2.7（日）第2回講演会

遺族会「ミトラ」開催（毎月1回開催）

2009.11.21    22（土）
2009.11.21（土）

（日）
シンポジウム

展　示
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全国8都市リレーイベント

筑紫女学園高等学校 吹奏楽部
龍谷大学 吹奏楽部 636名

1,448名

1,521名

839名

976名

1,059名

790名

7,269名

松平 定知 氏（キャスター・アナウンサー）
『生きる』ー現代に生かす戦国武将の智恵ー

松平 定知 氏

須磨ノ浦女子高等学校 ガードチーム優華夢幻
龍谷大学 吹奏楽部

須磨ノ浦女子高等学校ガードチームと本学吹奏楽部の合同演奏

北陸中学・高等学校による演奏

講演に聞き入る来場者

本学吹奏楽部による演奏

五木 寛之 氏（作家）
『生きる』ー今なぜ親鸞かー

龍谷大学 吹奏楽部
広島音楽高等学校 管打合奏団

五木 寛之 氏

五木 寛之 氏（作家）
『生きる』ー今なぜ親鸞かー

五木 寛之 氏（作家）
『生きる』ー今なぜ親鸞かー

五木 寛之 氏（作家）
『生きる』ー今なぜ親鸞かー

北陸中学・高等学校 吹奏楽部
龍谷大学 吹奏楽部

加賀美 幸子 氏

加賀美 幸子 氏
（アナウンサー・千葉市女性センター名誉館長）
『生きる』ーこころを動かす言葉ー

武蔵野女子学院中学高等学校 ブラスバンド部“MJ Brass”
龍谷大学 吹奏楽部

札幌龍谷学園高等学校 吹奏楽部
龍谷大学 吹奏楽部

高松商業高等学校 吹奏楽部“TAKASHO ANGELS”
龍谷大学 吹奏楽部

茂木 健一郎 氏（脳科学者）
『生きる』

来場者総計

茂木 健一郎 氏

パネルディスカッションの様子

会場からの質問に答える野依 良治 氏

会場からの質問に答える飯島 澄男 氏

野依　良治 氏（2001年ノーベル化学賞受賞者、
理化学研究所理事長）

飯島　澄男 氏（名城大学教授、独立行政法人
産業技術総合研究所ナノチューブ応用研究センター長）

若原　道昭（龍谷大学学長）

中村　桂子 氏（JT生命誌研究館館長）

福 岡

神 戸

広 島

金 沢

東 京

札 幌

高 松

2009年5月24日（日）

2009年5月31日（日）

2009年6月 7日（日）

2009年6月14日（日）

2009年6月21日（日）

2009年7月12日（日）

2009年7月19日（日）

ももちパレス

神戸文化ホール

ALSOKホール

石川県立音楽堂

よみうりホール

ウェルシティ札幌

アルファあなぶきホール

（金）開催日

会　場

講演者

パネリスト

コーディネーター

創立370周年の記念すべき年、全国へ向けて龍谷大学を発信するために「全国8都市リレーイベント」
を開催しました。このイベントは、北は札幌から南は福岡までの全国8都市において、龍谷大学の学生や、
地元教育連携校・関係校等の高校生の熱意あふれる演技・演奏を披露し、学生たちの活発な取り組みを
紹介するとともに、有識者を招いて、龍谷大学の建学の精神にもつながる『生きる』をテーマとした講演会
を実施し、全国の校友、一般の皆様に、龍谷大学への理解を深めていただく機会として開催いたしました。
各会場とも大盛況で、学生たちの演技・演奏には大きな拍手をいただき、講演会においては、興味深い
講演に多くの来場者が熱心に聞き入っていました。来場者からは「大学の歴史を感じた」「学生たちの演
技・演奏が素晴らしい」「もっとこのようなイベントを企画して欲しい」などの意見をいただき、全国の皆様に
龍谷大学に親しんでいただく貴重な機会となりました。

ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」 2009.10.30
瀬田キャンパス 4号館209教室

全国8都市リレーイベントを締めくくる「ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム」が瀬田キャンパスにおいて
開催され、500名を超える学生や一般の方々が参加しました。
テーマは「科学の知と人間の未来」。2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治氏に基調講演を
いただきました。基調講演の中で野依氏は「人類が存続するには経済的軍事的統治ではなく、科学的
文化的統治が必要だ」と強調しました。
パネリストによる意見表明では、1991年に新素材カーボンナノチューブを発見し、2009年文化勲章を
受章された飯島澄男氏と、若原道昭本学学長がそれぞれ意見表明を行い、飯島氏は「世界的な発見
はほとんど偶然。しかし、偶然を見逃さないためには、準備しておくことが重要」と研究者としての心構え
を説き、若原学長は「科学技術は人間が制御するが、その人間を制御するのは宗教だ」と述べました。
休憩を挟んだ後のパネルディスカッションでは、参加者からの質問が飛び交う中、野依氏、飯島氏、若

原学長の3人が研究に対する姿勢を語り合い、若者らにメッセージを送りました。

（全国8都市リレーイベント　大津）

都市名 開催日 会　場 演奏者 講演者（講演テーマ） 来場者数

550名参加者



2009.10.19　~11.6

2625

記
念
式
典
事
業

記念事業報告 ❸

関
連
事
業

記
念
式
典
事
業

関
連
事
業

各種イベント

開催日 2009.9.27
会　場

講演者

インタビュアー

（日）

深草キャンパス 3号館301教室

64名参加者

400名参加者

開催日 2010.2.17
会　場

講演者

（日）

（水）

南大日グラウンド
深草キャンパス

873名参加者

開催日 2009.8.30
会　場

出 演

ゲスト

サンケイホールブリーゼ

（火）

300名参加者

開催日

（木） （火）2009.9.24　 ~11.3

（木）
（金）

2009.9.24　
~11.20 会　場

講演者

深草キャンパス 3号館301教室

370の感謝・学生イベント（学生プロジェクト）

2009.11.17
キズナノート学内配布期間

2010.1 髙田　延彦 氏

万城目　学 氏（作家）
越前谷　宏（龍谷大学文学部教授）
笹尾　佳代（龍谷大学文学部講師）

寄贈者 橋本 孝煕 氏（浄土真宗本願寺派宮崎教区光照寺住職）
尾前 賢了 氏（浄土真宗本願寺派宮崎教区浄行寺住職）
涌水　邦英 氏
（浄土真宗本願寺派本願寺人吉別院輪番　本学元事務局長）

宮浦 富保（龍谷大学理工学部教授）

帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校管弦学部
刀根山高等学校吹奏楽部
寝屋川高等学校吹奏楽部
東住吉高等学校吹奏楽部
龍谷大学吹奏楽部
山本　浩之 氏
（関西テレビアナウンサー、龍谷大学OB）

（日）

521名参加者

開催日 2009.9.20
会　場

司　会

講演者

深草キャンパス 3号館301教室

シンポジウム 「こころとからだ－その課題を共有し生きるために－」

【講師・パネリスト】
養老　孟司 氏（東京大学名誉教授）
久保田　競 氏（京都大学名誉教授）
赤松　徹真（龍谷大学文学部長）
友久　久雄（龍谷大学文学部教授）
桂　紹隆（龍谷大学文学部教授）
藤本　忠（龍谷大学文学部講師）
村田　健三郎（龍谷大学文学部教授）

868名
自由見学参加者

開催日

会　場 深草キャンパス 21号館エントランス
瀬田キャンパス RECホール
大宮キャンパス 本館展観室

深草

深草・瀬田

京都市立醍醐西小学校5年生
15名龍谷大学学友会体育局ラグビー部

他、本学教職員

大宮展観来場者

（木）（木）2009.9.24　 ~10.15
瀬田

（月） （金）
大宮

龍谷大学創立370周年回顧展

●キズナノートおよび『龍谷大学解体新書』発刊
学生はもとより龍谷大学関係者の生の声を具現化し、龍谷大学を
探求するために、25個のテーマを設定した『キズナノート』を作成しま
した。3キャンパスで600冊配布し、11月に記入された150冊を回収。
11月～12月に3キャンパスで展示、回覧し、そのうち194件のメッセージ
を選抜収録した『解体新書』を2010年1月に1000冊発行しました。

●元気注入計画　髙田 延彦「元気の出るトークショー」
当日はあいにくの雨模様にもかかわらず、300人を越える来場者で会場が埋

め尽くされ、来場者全員でのいつもの名セリフ「出てこいやー！」の掛け声に合
わせて、髙田 延彦さんが登場され、会場は熱気に包まれました。
髙田さんからは、今の学生に響くテーマを中心に、「真の強い男とは、“芯”の

強い男」という熱いメッセージや、奥様と初めて会われた日にプロポーズしたとい
うエピソードなど、元気をたっぷり注入していただきました。

自然科学を代表する解剖学者の養老孟司氏と大脳生理学者の久保田競氏をお招きし、それぞれの視点
から「こころとからだ」について講演をいただきました。その後、文学部から４名の教員が加わり、「こころと
からだ」に関する課題を共有し生きるために、自然科学と人文科学の視点からパネルディスカッションを
行いました。

深草キャンパス（21号館エントランス）、瀬田キャンパス（ＲＥＣホール内）で370年の歴史をたどるパネル
展を開催。大宮キャンパス（本館）ではパネル展に加え、大学史資料室所蔵資料を含む創立370周年関
係資料51点を展観しました。さらに370年の歩みを紹介するＤＶＤ上映を行いました。

作家の万城目 学氏をお招きし、トークショー「万城目学 Talk Live in 龍谷大学」を開催しました。この
日は、本学オープンキャンパスの開催日でもあったことから、約400名の来場者で賑わいました。
京都・奈良・大阪、関西三都市を舞台にした『鴨川ホルモー』『鹿男あをによし』『プリンセス・トヨトミ』の
著者、万城目氏に幼少期から大学生時代、社会人となった頃を振り返っていただきながら、ご自身の作
品についてお話を伺いました。来場された高校生にも親しみやすい話題を提供し、会場は終始、和やか
な雰囲気に包まれていました。

創立370周年を記念して寄贈いただいた山桜（浄土真宗本願寺派宮崎教区光照寺住職：橋本孝煕
氏寄贈）と欅（同宮崎教区浄行寺住職：尾前賢了氏寄贈）の苗木を、南大日グラウンドおよび深草キャン
パスに植樹しました。
南大日グラウンドでは、京都市立醍醐西小学校の5年生64名が参加して記念植樹を行うとともに、本
学理工学部の宮浦富保教授による環境学習や本学ラグビー部との「ラグビーボール遊び」を行うなど、
交流事業を開催しました。

大阪府下の４校と本学吹奏楽部とのジョイントコンサートをサンケイホールで開催。多感な時期の青少
年に演奏機会を提供し、音楽を通じた人格形成・健全なこころの成長に寄与することを狙いとしています。
本番の演奏のみならず、皆で協力して演奏会を実施することで課外活動を通じたあらたな連携の在り方
を模索していきます。370周年を皮切りに『夢の舞台』となるような大阪での恒例行事とする予定です。

講演に聞き入る来場者解体新書

イベント中の様子 会場からの質問に答える万城目 学 氏

各校の単独演奏に加え、本学吹奏楽部との合同演奏を披露 最後は演奏に合わせ、来場者も一緒に「ふるさと」を合唱

講演されている久保田 競 氏 講演されている養老 孟司 氏

万城目学 Talk Live in 龍谷大学

370本植樹キャンペーン

龍谷大学吹奏楽フェスタ in OSAKA ～青春の輝き、響きあうココロ～

瀬田キャンパス回顧展

大宮キャンパス展観

深草キャンパス回顧展

解体新書発行日

キズナノート

醍醐西小学校の児童とともに植樹 本学ラグビー部との“ラグビーボール遊び”

ま   き   め まなぶ

けやき
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記念制作
（土）

（水） （水） （水）

（水） （水）

（水） （水）

（水）

開催日 2010.1.9
会　場

講演者

参加大学

深草キャンパス 21号館603・604教室

環境問題から21世紀のみらい社会を考える学生シンポジウム「21世紀の景観とまちづくり in 京都」～国立から鞆の浦、そして「みらい」へ～

300名参加者

熊田　将彦 氏（株式会社黒澤プロダクション）
岡田　至弘（龍谷大学理工学部教授、古典籍デジ
タルアーカイブ研究センター長）

春岡　勇二 氏（映画評論家）

大井　幹雄 氏（鞆の浦訴訟原告団団長）
水野　武夫 氏（鞆の浦訴訟弁護団団長）
石原　一子 氏（景観市民運動全国ネット代表）
大西　信也 氏（景観市民運動全国ネット副代表）
関口　博 氏（国立市市長）〈ビデオレター〉
牛尾　洋也
（龍谷大学法学部教授、里山学研究センター副センター長）

富野　暉一郎（龍谷大学法学部教授）
西田　幸介（龍谷大学法学部准教授）

大林　稔（龍谷大学経済学部教授）
他

60名参加者

開催日 2009.6.10 17 24

会　場

講 師

大阪梅田キャンパス講義室

REC公開講座　龍谷講座in大阪「今、あなたに知ってほしい世界の現実～社会貢献・国際協力入門講座～」

64名参加者

開催日 2009.10.21
会　場

講演者

深草キャンパス　顕真館

REC公開講演会「黒澤デジタルアーカイブからみえてくるもの」

創立370周年記念キャラクター

創立370周年記念
マスコットキャラクター

本学図書館に所蔵する「稀書」を厳選し、それを切手のデザインに採用しま
した。龍谷大学がもつ文化資産の豊かさや、歴史ある大学であることを学外に
広くＰＲすることをめざし、10月に開催した創立370周年記念式典および祝賀会
に出席した国内外の来賓の方 に々配付しました。

龍谷大学オリジナル切手の発行

（土）発行日 2009.10.24

本学法学部の学生が中心となった有志団体「みらいの環境を支える龍谷プロジェクト」の主催で
「景観・まちづくりと学生の役割」をテーマに学生シンポジウムを開催。関西の9大学の学生が、景観とまち
づくりに関する具体的な提案発表や活発な議論を行いました。
また、行政による港湾の埋立て計画問題で有名な「鞆の浦訴訟」や東京都国立市「国立高層マンシ

ョン訴訟」の関係者をお招きし、基調講演をいただくとともにパネルディスカッションを開催。景観・まちづくり
の在り方や学生、市民の役割について、非常に白熱した議論が行われました。

パナソニック株式会社、特定非営利活動法人関西ＮＧＯ協議会と連携し、社会貢献・国際協力入門
講座を18回にわたり実施しました。アフリカ・アジアの各国での環境・飢餓・紛争等の問題を取り上げ、ワー
クショップを取り入れた本講座では、講義内容に加え、参加者間の積極的な意見交換、問題解決にむけ
た取り組みについても論議を行いました。また本講座には、企画・運営および参加者として多数の本学学
生が参加し、理解・交流を深めました。

第１０回アフリカ超入門講座の様子 ワークショップの様子

ＲＥＣ公開講演会では、映画人・黒澤明の全貌を記録した黒澤デジタルアーカイブから見えてくるもの
と、黒澤作品から見えてくるものについて考えました。映画「八月の狂詩曲」を題材に、映画のシーンとア
ーカイブ化された資料を照らし合わせ、その読み解き方とデジタルアーカイブの可能性について、また今
後のデジタルアーカイブの活用方法について示唆に富む講演、パネルディスカッションが行われました。

第１部基調講演の様子 第２部パネルディスカッションの様子

つじあやのさんパーソナリティーのラジオ番組ステッカー。
この番組は2009年3月から9月まで放送された

講演の様子 会場からの質疑に答える学生

公開講座・講演

各回

Good Day, Good Luck!
作詞・作曲：つじあやの

緑色の電車に乗り
僕は向かういつもの場所
夢や希望とか憧れをのせて

だけど不意に浮かぶ不安
僕はいつか何になれる
まだ足りないもの　まだまだあるから

流るる川のように絶え間なく
探し続けてゆくマイライフ
きっと僕が僕であるための愛を見つけて

走り出す　走り出す　僕らは青き心のまま
巡りあい分かちあい　傷付くことも恐れないで
Oh, Good Day Oh, Good Luck!
終わらない旅の果てに
Oh, Good Day Oh, Good Luck!
虹をつかもう

長い長い時を越えて
僕に話しかける言葉
夢や希望とか憧れをのせて

1.キャラクター決定までの経緯
2009年4月3日（金）から2009年8月28日（金）まで、本学Webサイトをはじめ、大学広報誌や
FM京都のラジオ番組、雑誌等を通じて、広く記念キャラクターのデザインを公募した結果、
202件の応募作品から、最優秀作品1点が決定しました。

2.キャラクターの公表
2009年10月12日（月・祝）にJR京都駅ビル特設会場で開催された本学協賛のラジオイベ
ント「Kyoto Radio Day 09～ecoes」（主催 ： FM京都、 KBS京都）にて、本学若原学長
により、記念キャラクターが発表されました。

3.キャラクターの活用方策
学内外から親しまれるマスコットキャラクターとして定着させるため、本学の行事での活用
や各種印刷物・グッズ展開等を行う予定です。（グッズ製作、着ぐるみ製作、本学の大学
案内誌やWebサイトへの起用等）

1.新応援ソング決定までの経緯
新応援ソング『Good Day, Good Luck!』は、本学卒業
生でシンガーソングライターとして活躍するつじあやの
さんに、制作を依頼しました。制作にあたっては、FM京
都とタイアップし、つじあやのさんがパーソナリティーを務
めたラジオ番組「LIVE IN CLOVER 2009」の中で、リス
ナーより楽曲制作のヒントを得ながら制作を行いました。

2.新応援ソングの公表
新応援ソング『Good Day, Good Luck!』を、2009年9月
25日（金）のラジオ番組の中で発表しました。また、新応
援ソングの完成を記念し、2009年10月12日（月・祝）に
JR京都駅ビル特設会場で開催された本学協賛のラジ
オイベント「Kyoto Radio Day 09～ecoes」内において、
つじあやのさんが、新応援ソングを生演奏し、多くの
方 に々披露しました。

3.新応援ソングの活用方策
2009年10月24日（土）、25日（日）に開催された創立370
周年記念祝賀祭や、その前夜祭において、本学吹奏
楽部により、新応援ソングが演奏されるとともに、つじあ
やのさん出演のビデオクリップを深草キャンパスに設置
されている大型ビジョン（RUV）にて放映し、新応援ソ
ングの披露を行いました。今後は、この応援ソングを入
学式や卒業式、オープンキャンパス、スポーツの対抗試
合の応援時等に活用します。

龍谷大学の頭文字である「龍」をモチーフに、キャンパスライフの仲間として、親しまれるよう
なキャラクターを表現しました。創立370周年を機に、今後も400周年、500周年に向けて、
さらなる飛躍を表現しています。

新応援ソング制作

●ベゼクリク第４号窟寺壁画誓願図（デジタル復元）
●混一疆理歴代国都之図
●須弥山儀
●慶讃会四箇法要之図
●反省会雑誌
●類聚古集（国宝）
●奈良絵本竹取物語
●百万塔陀羅尼
●李柏尺牘稿（重要文化財）
●源氏畫

〈切手絵柄〉

キャラクターオリジナル原画 最優秀作品受賞者 塩崎 アユミさん（大阪府在住）

風に香る都の花
僕はいつかどこに帰る
まだ知らないこと　まだまだあるから

流るる雲のように自由に
変わり続けてゆくマイライフ
きっと僕が僕であるために愛を信じて

歌い出す　歌い出す　僕らは青き声のまま
喜びも悲しみも　あの青空に変えてゆくよ
Oh, Good Day Oh, Good Luck!
眠れない夜を越えて
Oh, Good Day Oh, Good Luck!
虹をつかもう

走り出す　走り出す　僕らは青き心のまま
巡りあい分かちあい　傷付くことも恐れないで
Oh, Good Day Oh, Good Luck!
終わらない旅の果てに
Oh, Good Day Oh, Good Luck!
虹をつかもう

龍谷大学、京都大学、立命館大学、
京都産業大学、神戸大学、滋賀県立大学、
京都女子大学、同志社大学、滋賀大学

（JASRAC 出 1003339-001）
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その他の事業

句集発刊

会　場

深草キャンパス 顕真館

（月） （金）

2010.1.29（金）

（土）発行日 2009.10.24

来場者数

（金）

開催日

本学370年の歴史を写真で概観できる写真集を
作成し、関係者に配布しました。本学の伝統とブラ
ンドを実感していただけるよう、現在、本学が行って
いる諸活動を紹介しています。また、卒業生にも懐
かしさを感じていただける学生生活の様子も盛り込
んだ内容としています。

創立370周年記念事業を実施するにあたり、龍谷大学では「創
立370周年記念事業募金」を募りました。この寄付金は、教育・研究・
学生活動支援、施設設備の環境整備、積立金、記念事業の推進に
活用されます。
目標金額は40億円とし、2005（平成17）年～2009（平成21）年まで
の5年にわたり寄付金を募りました。5年間の募金の結果、目標金額
の達成には至りませんでしたが、多くのご厚志を賜り、申込総件数が
4,142件、寄付金総額が2,583,336,100円となりました。
龍谷大学では、寄付者のご厚志を永く顕彰するため、寄付者全

員の芳名録を作成するとともに、龍谷ミュージアムに寄付者銘板を
設置し、個人5万円、法人および団体50万円以上の寄付者のご芳
名を掲載、また10万円以上の個人寄付者に龍谷ミュージアムフリー
パスポート（永久入館証）を発行いたします。

「三七〇年の歩み」（冊子）の発刊

「龍谷大学関係戦没者」にかかわる調査・出版事業
1922（大正11）年～1945（昭和20）年の間にわたり、戦没した龍谷大

学関係者（学生・教職員）の調査・研究を実施。龍谷大学関係の戦没者
を調査することで、大学の社会的な責任をあらためて考えるとともに、戦
争の史実を記録として記念誌にまとめ、大学の歴史の一頁として後世に
語り継ぐことを目的としています。
記念誌は、2011年度中の発刊を予定しています。

創立370周年、および経営学部同窓会創設40周年を記念し論文コン
テストを開催し、17本の論文の応募がありました。最優秀作には、田中慎
一さん（経営学部４年生）と光安幸子さん（同４年生）の論文が、また佳
作には中野晃さん（同４年生）の論文が選ばれました。
いずれの応募論文も、それぞれの演習での研究内容を踏まえて専門
的な視点から執筆されており、内容的に興味深いものでした。また、論文
に記されたアイデアや発見事項は独創的で、本学経営学部生の、何か
を学び取ろうとする意欲や研究における独創性を重んじる姿勢がみら
れました。

経営学部同窓会創設40周年事業　
論文コンテスト

募金申込総額 円2,583,336,100

齋藤眞成　絵画展「佛心の造形」
真如堂（天台宗真正極楽寺）第53世貫主であり、京都教育大学教

授を務められた、学徳兼備の高僧である齋藤眞成師が、この度本学に
寄贈された作品12点、さらに1978（昭和53）年に大橋嘉一氏から寄贈さ
れた同師の作品7点を合わせて顕真館に展示しました。同師は本学（旧
制）文学部の卒業生であり、第4回龍谷賞を受賞されています。

青春俳句大賞は、本学の文化事業の一環として実施しているもので
す。７回目を迎えた2009年度は創立370周年記念事業として行われ、
46,145句の応募がありました。
元文部大臣の有馬朗人氏など俳壇で活躍する選考委員6名による
厳正なる選考を行った結果、最優秀賞・優秀賞・入選・選考委員特別賞
のほか、今回は特別に創立370周年記念賞を選出しました。
優秀作品については、ホームページ、および大学広報誌『龍谷』誌上

で発表し、また入選句を集めた句集を発刊しました。

創立370周年記念第7回「青春俳句大賞」

齋藤眞成師
〈1940（昭和15）年 （旧制）文学部仏教学科仏教学専攻卒業〉

発　表

46,145句応募数

募集期間 2009.5~9.18

2010.1

2010.3

最終選考会の様子

募金趣意書 申込書 芳名録

年度

事業実施期間

2008.10~2011

龍谷講座「『創立三百周年』時代の龍谷大学」で
講演する新田 光子戦没者調査室長

結果発表

応募期間

（月）

（金）

【最優秀作】
●『「社会的企業家」と呼ばれる人達の台頭　ＳＦベ
　イエリアにおける社会的企業家ネットワークに焦点
　をあてて』田中 慎一（経営学部４年生）
●『「会社会計基準序説」における取得原価主義の
　会計観』光安 幸子（同４年生）

【佳    作】
●『ショッピングセンターとまちづくり ―ショッピングセ
　ンターの存在意義とは―』中野 晃（同４年生）

●募金の名称
●募金の目的
●募金目標額
●募金の期間
●募金の対象

龍谷大学創立370周年記念事業募金
龍谷大学創立370周年記念事業資金の調達
40億円
2005（平成17）年度～2009（平成21）年12月
❶教職員　 1口  2万円
❷保護者（親和会） 1口  1万円
❸卒業生（校友会）　 1口  1万円
❹関係法人（事業者等） 1口10万円

募金要項

創立370周年募金申込並びに払込状況一覧表

ご寄付をくださった方の特典

顕彰の種類および内容
寄付金額

個　人 法人又は団体
①寄付者銘板への記載
②龍谷ミュージアムフリーパスポート
　（永久入館証）贈呈（ご本人様のみ）
③感謝状の交付
④特別記念品の贈呈
⑤名誉称号（学賓）授与
⑥永代法要

申 込 状 況
件 数（件）
1,920
1,297
625
300

4,142

768,964,335
532,371,179
183,182,296
1,098,818,290

2,583,336,100

1,920
1,297
607
299

4,123

768,799,335
532,331,179
178,835,296
791,568,290

2,271,534,100

金 額（円）
払 込 状 況

（2010年3月31日現在）

件 数（件） 金 額（円）
①親 和 会
②校 友 会
③教 職 員
④関 係 法 人 等

合　 計

①寄付者銘板への記載
②龍谷ミュージアムフリーパスポート
　（永久入館証）贈呈（ご本人様のみ）
③感謝状の交付
④特別記念品の贈呈
⑤名誉称号（学賓）授与
①寄付者銘板への記載
②龍谷ミュージアムフリーパスポート
　（永久入館証）贈呈（ご本人様のみ）
③感謝状の交付
④特別記念品の贈呈

①寄付者芳名録への記載
②記念品の贈呈

①寄付者銘板への記載
②龍谷ミュージアムフリーパスポート
　（永久入館証）贈呈（ご本人様のみ）
③感謝状の交付
①寄付者銘板への記載
②龍谷ミュージアムフリーパスポート
　（永久入館証）贈呈（ご本人様のみ）
①寄付者銘板への記載

500万円
以上 創立370周年記念

「絹本掛軸
（聖徳太子孝養像）」
（桐箱入り）

創立370周年記念
「金属製栞」
●大宮学舎
　「龍谷大学本館」
●大宮学舎
　「正門　門扉」

創立370周年記念
「龍谷ミュージアム
フリーパスポート
（永久入館証）」
（イメージ）
贈呈対象：個人寄付者の方

創立370周年記念
「クリスタル製オルゴール（曲：学歌）」

創立370周年
オリジナル記念品の一部

創立370周年記念
「六藤紋名刺入
 （内：羊革製）」

300万円
以上

3,000万円
以上

100万円
以上

1,000万円
以上

50万円
以上

500万円
以上

10万円
以上

5万円以上 50万円以上

寄付者全員 寄付者全員
（法人又は団体毎）

̶

̶

A

B

C

D

E

F
共
通

創立370周年記念事業募金

30

476名
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2009.4.1　朝日新聞　創立370周年記念事業

2009.10.25　毎日新聞
創立370周年記念式典

2009.10.25　産経新聞
創立370周年記念式典

2008.12.12　産経新聞
龍谷ミュージアム建設の発表

2009.10.18　朝日新聞　創立370周年記念事業

2009.11.24　毎日新聞　21世紀歴史大学シンポジウム

記念事業が大きく取り上げられた特集記事

記念事業開催を告知する全面広告

取材報道記事

新聞広告

2009.11.13　読売新聞　全国8都市リレーイベント（大津）「ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム」

その他記事

創立370周年記念事業 メディア展開 Progressive & Traditional
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創立370周年記念事業関連記事

2008/12/11  NHK京都放送局 「京都ニュース８４５」

2008/12/11  KBS京都 「京プラス」

2009/9/18  KBS京都 「京プラス」

2009/10/12  KBS京都 「京プラス」

2009/10/23  KBS京都 「京プラス」

2009/10/23  KBS京都 「京bizＷ」

2009/10/30  NHK 「関西845」

2009/11/3  KBS京都 「ぽじポジたまご」

2009/11/3  KBS京都 「ぽじポジたまご」〈再放送〉

2009/11/10  KBS京都 「ぽじポジたまご」

2009/11/10  KBS京都 「ぽじポジたまご」〈再放送〉

2008/12/15  エフエム京都 α-MORNING KYOTO

2009/10/24 KBS京都 「桂都丸のサークルタウン」

新 聞 新 聞 新 聞

雑 誌

2008/12/12  地方紙 京都新聞 京都

2008/12/12  中央紙 朝日新聞 大阪

2008/12/12  中央紙 読売新聞 大阪

2008/12/12  中央紙 日本経済新聞 大阪

2008/12/12  中央紙 産経新聞 大阪

2008/12/12  中央紙 毎日新聞 京都

2008/12/12  中央紙 読売新聞 京都

2008/12/12  中央紙 日本経済新聞 京滋

2008/12/12  中央紙 産経新聞 京都

2008/12/12  地方紙 富山新聞 富山

2008/12/12  地方紙 北陸中日新聞 金沢

2008/12/12  地方紙 神戸新聞（夕刊）  神戸

2008/12/12 専門紙 日刊建設工業新聞 東京

2008/12/13  地方紙 高知新聞（夕刊）  高知

2008/12/14  地方紙 京都新聞 京都

2008/12/14  中央紙 毎日新聞 京都

2008/12/15 専門紙 建設通信新聞 東京

2008/12/15 専門紙 日刊建設産業新聞 東京

2008/12/16  中央紙 読売新聞 東京

2008/12/16  中央紙 読売新聞 高岡

2008/12/16  中央紙 読売新聞 大阪

2008/12/16  中央紙 読売新聞 名古屋

2008/12/16  中央紙 読売新聞 福岡

2008/12/16  中央紙 読売新聞 札幌

2008/12/17  地方紙 信濃毎日新聞 長野

2008/12/18  中央紙 SANKEI EXPRESS 東京

2008/12/18  中央紙 SANKEI EXPRESS 大阪

2008/12/20  専門紙 本願寺新報 全国

2008/12/27  中央紙 産経新聞 大阪

2009/1/1  専門紙 週刊観光経済新聞 全国

2009/1/8  地方紙 山形新聞（夕刊）  山形

2009/1/13  地方紙 紀伊民報 田辺

2009/1/15  専門紙 龍谷大学新聞 － 

2009/1/24  地方紙 大阪日日新聞 大阪

2009/2/27  専門紙 建設通信新聞 東京

2009/3/3  中央紙 産経新聞 京都

2009/3/3  中央紙 産経新聞 滋賀

2009/3/3  中央紙 産経新聞 兵庫

2009/3/3  中央紙 産経新聞 奈良

2009/3/3  中央紙 産経新聞 和歌山

2009/3/10  産業紙 Fuji Sankei Bisiness i. 大阪

2009/3/13  地方紙 京都新聞 京都

2009/3/14  中央紙 毎日新聞 京都

2009/3/17  中央紙 日本経済新聞 京滋

2009/3/20  地方紙 京都新聞 京都

2009/3/20  中央紙 朝日新聞 京都

2009/3/23  中央紙 朝日新聞 大阪

2009/3/26  中央紙 毎日新聞 京都

2009/3/27  中央紙 朝日新聞 大阪

2009/4/16  地方紙 京都新聞 京都

2009/4/20  地方紙 京都新聞 京都

2009/4/23  中央紙 読売新聞 京都

2009/5/10  地方紙 西日本新聞 福岡

2009/5/12  中央紙 読売新聞 京都

2009/5/12  地方紙 西日本新聞 福岡

2009/5/13  地方紙 北國新聞 金沢 

2009/5/13  地方紙 北國新聞 金沢

2009/6/1  地方紙 神戸新聞 神戸

2009/6/4  地方紙 京都新聞 京都

2009/6/4  地方紙 北國新聞 金沢

2009/6/5  中央紙 読売新聞 京都

2009/6/7  中央紙 読売新聞 大阪

2009/6/7  地方紙 京都新聞 京都

2009/6/7  地方紙 丹波新聞 兵庫

2009/6/9  地方紙 京都新聞 京都

2009/6/11  専門紙 日刊建設工業新聞 東京

2009/6/16  地方紙 北國新聞 金沢

2009/7/3  中央紙 日本経済新聞 東京

2009/7/3  中央紙 日本経済新聞 大阪

2009/7/3  中央紙 日本経済新聞 名古屋

2009/7/3  中央紙 日本経済新聞 福岡

2009/7/3  中央紙 日本経済新聞 札幌

2009/7/4  専門紙 教育新聞 東京

2009/7/20  地方紙 四国新聞 香川

2009/7/25  地方紙 京都新聞 京都

2009/9/19  中央紙 朝日新聞 京都

2009/9/19  中央紙 読売新聞 京都

2009/9/25  中央紙 朝日新聞 京都

2009/9/25  中央紙 毎日新聞 京都

2009/9/25  地方紙 京都新聞 京都

2009/9/25  地方紙 京都新聞 京都

2009/9/26  地方紙 京都新聞 京都

2009/9/28  地方紙 京都新聞 京都

2009/9/29  中央紙 毎日新聞 大阪

2009/10/1  専門紙 ＭＫ新聞 京都

2009/10/4  中央紙 読売新聞 大阪

2009/10/6  地方紙 京都新聞 京都

2009/10/8  スポーツ紙 スポーツニッポン 大阪

2009/10/13  スポーツ紙 スポーツ報知 東京

2009/10/13  スポーツ紙 スポーツ報知 札幌

2009/10/13  専門紙 全私学新聞 東京

2009/10/14  中央紙 毎日新聞 京都

2009/10/15  地方紙 京都新聞（夕刊） 京都

2009/10/20  スポーツ紙 スポーツニッポン 大阪

2009/10/21  地方紙 中日新聞 滋賀

2009/10/23  専門紙 日刊工業新聞 東京

2009/10/23  専門紙 日刊工業新聞 大阪

2009/10/24  中央紙 読売新聞（夕刊） 大阪

2009/10/25  中央紙 朝日新聞 京都

2009/10/25  中央紙 毎日新聞 京都

2009/10/25  中央紙 産経新聞 京都

2009/10/26  中央紙 毎日新聞 大阪

2009/10/26  中央紙 読売新聞 京都

2009/10/31  中央紙 読売新聞 大阪

2009/10/31  中央紙 読売新聞 滋賀

2009/10/31  地方紙 中日新聞 滋賀

2009/11/13  地方紙 京都新聞 京都

2009/11/17  地方紙 京都新聞 京都

2009/11/18  地方紙 京都新聞 京都

2009/11/22  中央紙 朝日新聞 大阪

2009/11/24  中央紙 毎日新聞 大阪

2009/11/24  英字紙 INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE 東京

2009/11/25  中央紙 毎日新聞 大阪

2009/11/30  中央紙 毎日新聞 大阪

2009/12/11  中央紙 読売新聞 東京

2009/12/11  中央紙 読売新聞 高岡

2009/12/11  中央紙 読売新聞 大阪

2009/12/11  中央紙 読売新聞 名古屋

2009/12/11  中央紙 読売新聞 福岡

2009/12/11  中央紙 読売新聞 札幌

2009/12/22  中央紙 朝日新聞 京都

2009/12/22  地方紙 京都新聞 京都

2010/1/6  中央紙 毎日新聞 京都

2010/1/10  地方紙 京都新聞 京都

2010/1/21  中央紙 毎日新聞 大阪

2010/1/28  専門紙 中外日報 全国

2010/2/1  中央紙 産経新聞 京都

2010/2/3  中央紙 朝日新聞 京都

2010/2/3  地方紙 京都新聞 京都

2010/2/9  地方紙 京都新聞 京都

2010/2/14  中央紙 毎日新聞 京都

2010/2/18  地方紙 京都新聞 京都

2010/2/18  中央紙 読売新聞 京都

2010/2/24  中央紙 毎日新聞 大阪

2010/3/4  地方紙 京都新聞 京都

2010/3/5  中央紙 朝日新聞 京都

2010/3/7  中央紙 産経新聞 大阪

2010/3/7  中央紙 産経新聞 京都

2010/3/7  地方紙 京都新聞 京都

2010/3/25  中央紙 毎日新聞 全国

2009/1/20 専門誌 美術の窓２月号 全国

2009/1/27 一般誌 サンデー毎日 全国

2009/4/10  一般誌 旅の手帳 全国

2009/5/1  一般誌 京都CF!  京都

2009/5/12  一般誌 関西ウォーカー5月26日号 関西

2009/8/8  一般誌 公募ガイド９月号 全国

2009/8/25  タウン誌 タウン情報ぱーぷる 奈良

2009/11/14  一般誌 螢雪時代12月 全国

2010/1/25  専門誌 日経アーキテクチャー 全国

掲載日 種 別 媒体名 版 掲載日 種別 媒体名 版 掲載日 種別 媒体名 版

放送局（テレビ）

放送局（ラジオ）

日付 媒体名 番組名

その他記事

マスコットキャラクター、新応援ソング発表
2009.9.19　読売新聞

2009.5.1 京都CF!　創立370周年記念キャラクター、新応援ソング発表

全国8都市リレーイベント（高松）
2009.7.20　四国新聞

（2010年3月末現在）

宗教部特別講演会
2009.4.23　読売新聞

370本植樹キャンペーン
2010.2.18読売新聞

環境問題から21世紀のみらい社会を考える学生シンポジウム
「21世紀の景観とまちづくり in 京都」～国立から鞆の浦、そして「みらい」へ～

2009.12.22 京都新聞

全国8都市リレーイベント（神戸）
2009.6.1神戸新聞

こんいつきょうりれきだいこく と の ず
シンポジウム「多元視野で解明する至宝
『混一疆理歴代国都之図』」

2009.11.22 朝日新聞

21世紀歴史大学シンポジウム2009.11.13　京都新聞

※記事・写真等は各新聞社・出版社の許可を得て転載しています
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1639（寛永16）

1640（寛永17）

1653（承応2）

1654（承応3）

1655（明暦元）

1680（延宝8）

1695（元禄8）

1714（正徳4）

1751（宝暦元）

1752（宝暦2）

1783（天明3）

1788（天明8）

1790（寛政2）

1792（寛政4）

1824（文政7）

1830（天保元）

1864（元治元）

1866（慶応2）

1867（慶応3）

1869（明治2）

1871（明治4）

1872（明治5）

1876（明治9）

1879（明治12）

1880（明治13）

1885（明治18）

1887（明治20）

1888（明治21）

1891（明治24）

1899（明治32）

1900（明治33）

本願寺第13世良如宗主によって本願寺境内に学寮が竣工
され、これより龍谷大学の歴史が始まる。

設立の目的は真宗教学の研究と人材の養成にあり、ち
なみに江戸幕府の教育機関である「昌平黌」（のちの東
京大学）よりも古い学校として、日本で屈指の歴史を誇
る大学である。

初代の能化（学頭）に任ぜられたのは河内国光善寺、准玄で
あった。

承応の教義論争始まる。

二条家、九条家をまき込んだ論争に発展する。

幕府の命令により学寮を破却、以後「学林」と称する。承応の
教義論争に端を発し、幕府から「学寮制の先例はない」など
を口実に学寮破棄を命ぜられたが、東中筋魚棚下ル仮屋に
て学林を設置。講義を行う。
（のちにこのことが学林町の町名のもととなる）

所化（学生名簿）をつくる。70余名の学生を数える。

東中筋学林町に学林講堂・衆寮を再建。

知空「学林之由来」を書く。

学林拡張のため地所買収を完了する。

講堂完成する。

「龍谷学黌大蔵目録」を編集する。

京都市中の大火によって学林類焼。（本願寺集会所を借用
し講義をつづける。）

学林敷地を拡張する。

学林町に学林講堂を再建。

はじめて勧学職を置き、年預勧学の制を設け、集団指導体
制をとる。

広如宗主より「真宗学庠」の扁額をおくられる。（学庠：学生
の集う所または学問をする所の意）

禁門の変の兵火により学林全焼。

仮講堂ができる。

学林改革のため総督を置く。

破邪学（キリスト教研究）など兼学6科を開講。

学林を本願寺境内へ移転。

はじめて洋学「独乙語学篇」を開講。

学林を大教校と改称し、全国7カ所に中教校、各県に小教校
を設置。

大教校落成。（現・大宮学舎本館・南黌・北黌・正門・守衛所）

現在の大宮学舎の本館と南北教室棟は、当時の講堂お
よび寄宿舎であり、オックスフォードやケンブリッジの修
道院建築に範を求めたとも言われている。本館・南北
黌・旧守衛所・正門は初期西洋建築の貴重な建築物と
して国の重要文化財に指定されている。

明治天皇、大教校に行幸。

普通教校（現・大宮学舎東黌の場所）開校。

「奨学条例」を改正して、別に専ら普通学の教授を目的
とする普通教校を新設。

普通教校学生有志『反省会雑誌』（現在の『中央公論』の前
身）を発刊。

普通教校の教授や学生を中心に、禁酒などをスローガ
ンに掲げた社会改良運動「反省会」が組織された。機関
誌として発行された『反省会雑誌』は、1899（明治32）
年に『中央公論』と改題。わが国最初の総合雑誌として
発展していく。

大学林例を発布し、考究院・内学院および文学寮（普通教校
を改称統合）の二院一寮制を採用。

大学林例を廃止し、大学林・文学寮分立とする。

大学林同窓会会報（現在の『龍谷大学論集』の前身）を創刊。

学制を更改し、仏教大学・仏教高等中学・仏教中学の３種と
する。

1902（明治35）

1903（明治36）

1904（明治37）

1905（明治38）

1909（明治42）

1922（大正11）

1928（昭和3）

1933（昭和8）

1936（昭和11）

1937（昭和12）

1939（昭和14）

1949（昭和24）

1950（昭和25）

1953（昭和28）

1955（昭和30）

1958（昭和33）

1959（昭和34）

1960（昭和35）

1961（昭和36）

1962（昭和37）

1963（昭和38）

1964（昭和39）

1966（昭和41）

1967（昭和42）

1968（昭和43）

1969（昭和44）

仏教大学を仏教専門大学（京都）と高輪仏教大学（東京）と
に分立。

大谷探検隊、クチャ地区のクムトラ千沸洞を調査。「ベシケラ
ム千沸洞の五大窟」で壁に刻記された6種の碑文を発見。

大谷探検隊とは、20世紀のはじめ頃、 西本願寺第22世
宗主大谷光瑞師が、インドに始まった仏教の東方に拡
がっていく過程を現地において確認する目的で、3回に
わたり中央アジア方面に派遣された学術探検隊のこと。

探検隊が収集した資料の一部は、「大谷探検隊将来西
域文化資料」として本学大宮図書館に所蔵されている。

仏教専門大学（京都）と高輪仏教大学（東京）を仏教大学（京
都）に統合。

仏教大学、専門学校令（1903年制定）による専門学校として
認可される。

大谷探検隊がロプ湖北岸のローラン古址より「李柏尺牘稿」
を発掘・収集。

紙が普及し始めたきわめて初期の遺品であり、現在で
は重要文化財となっている。

大学令により大学となる。龍谷大学と改称。

女子学生の入学が許可される。

学歌制定。

大宮図書館落成。

本館（大宮）史蹟指定。

『龍谷大学三百年史』を刊行。

新制大学令により新制龍谷大学として認可。文学部（4年制）
を開設。

短期大学部仏教科を開設。

大学院文学研究科真宗学真宗史専攻、仏教学仏教史専攻
修士課程を開設。

大谷探検隊収集の仏典・古文書類が西本願寺より寄贈される。

大学院文学研究科真宗学真宗史専攻、仏教学仏教史専攻
博士課程を開設。

国賓として来日中のインド初代大統領が龍谷大学を訪問。
増山学長からプラサド大統領へ名誉博士第一号の学位が授
与される。

大谷探検隊資料による「西域文化研究」刊行始まる。

経済学部経済学科設置申請決定。

親鸞聖人700回大遠忌記念事業として深草学舎を設置。

深草学舎は、京都市伏見区にあった米軍の駐留地を取
得したもので、教室や事務室もそのまま米軍キャンプ施
設が使用された。

経済学部経済学科を開設。

仏教文化研究所を開設。

短期大学部に社会福祉科を開設。

経済学部に経営学科を開設。

深草学舎・13号館（現・1号館）落成。

大宮学舎本館・正門等、重要文化財に指定。

経営学部経営学科を開設。

大学院文学研究科哲学専攻、国史学専攻、東洋史学専攻、
国文学専攻修士課程並びに博士課程を開設し、真宗学真宗
史専攻を真宗学専攻、仏教学仏教史専攻を仏教学専攻に改
める。

大学院文学研究科英文学専攻修士課程並びに博士課程を
開設。

法学部法律学科を開設。

文学部社会学科を開設。

関西六大学野球春季リーグで硬式野球部が初優勝。

社会科学研究所を開設。

学園紛争おこる。深草学舎50日間にわたり封鎖。

1971（昭和46）

1972（昭和47）

1973（昭和48）

1974（昭和49）

1977（昭和52）

1979（昭和54）

1982（昭和57）

1983（昭和58）

1984（昭和59）

1985（昭和60）

1987（昭和62）

1988（昭和63）

1989（平成元）

1991（平成3）

1992（平成4）

1993（平成5）

1994（平成6）

1995（平成7）

大学院文学研究科社会学・社会福祉学専攻修士課程を開
設。

大学院法学研究科法律学専攻修士課程を開設。

法学部による巡回無料法律相談始まる。

創立330周年式典を行う。

深草図書館落成。

大学院法学研究科法律学専攻博士課程を開設。

特別研修講座開設。 第1回「龍谷講座」開催。

カナダのカルガリ大学、アメリカのカリフォルニア大学サン
タ・バーバラ校、パシフィック大学、ハワイ大学マノア校の4
大学と学生交換協定を結ぶ。

深草学舎・紫英館（研究・事務棟）落成。

深草学舎のキャンパス拡充計画が進む中で、落成した
紫英館。このレンガタイル貼りのデザインで、以後の建
物整備が進められる。

大学院経済学研究科経済学専攻、経営学研究科経営学専
攻修士課程を開設。

世界にも類をみない社史のコレクション、「長尾文庫」を長尾
隆次氏より取得する。

深草学舎・顕真館落成。

顕真館は本学の建学の精神である親鸞精神を具現す
る教育施設、あらゆる分野からの人間学議論の場とし
て位置づけられている。

大学院文学研究科社会学・社会福祉学専攻修士課程を分
離するとともに、同学専攻博士課程を開設。

大学院経済学研究科経済学専攻、経営学研究科経営学専
攻博士課程を開設。

短期大学部専攻科を開設。

第1回「龍谷洋上セミナー」で約600人の学生・教職員が中
国・上海に渡り、上海の5大学と交流。

留学生別科を開設。

滋賀県大津市に瀬田校地を取得。

龍谷大学・ハーバード大学創立350周年・日米国際シンポジ
ウム開催。

セメスター制・グレード制を採用。深草学舎・学部共通コー
スを設置。

創立350周年記念事業の一環として、瀬田学舎を開学。

理工学部数理情報学科、電子情報学科、機械システム工学
科、物質化学科並びに社会学部社会学科、社会福祉学科を
開設。

地域総合研究所（現・国際社会文化研究所）、科学技術共同
研究センターを開設。

大学院社会学研究科社会学専攻、社会福祉学専攻修士課
程並びに博士課程を開設。

大学院社会学研究科修士課程が昼夜開講、社会人への門
戸を開く。

瀬田学舎・龍谷エクステンションセンター（REC）を設置。 

文学部仏教学科真宗学専攻、文学科国文学専攻・英文学専
攻を真宗学科、日本語日本文学科、英語英米文学科に学科
改組。

法学部に政治学科を開設。

短期大学部専攻科に福祉専攻を開設。

大学院理工学研究科数理情報学専攻、電子情報学専攻、機
械システム工学専攻、物質化学専攻修士課程を開設。

大学院文学研究科教育学専攻修士課程を開設。 

大学院文学研究科、法学研究科、経済学研究科、経営学研
究科の各修士課程が昼夜開講、社会人への門戸を開く。

日本の大学で初の試みの、龍谷エクステンションセンター
（REC）「レンタルラボ」が誕生。

大学院理工学研究科数理情報学専攻、電子情報学専攻、機
械システム工学専攻、物質化学専攻博士課程を開設。

1996（平成8）

1997（平成9）

1998（平成10）

1999（平成11）

2000（平成12）

2001（平成13）

2002（平成14）

2003（平成15）

2004（平成16）

2005（平成17）

2006（平成18）

2007（平成19）

2008（平成20）

2009（平成21）

国際文化学部国際文化学科を開設。

大学院文学研究科国文学専攻、英文学専攻博士課程を日
本語日本文学専攻、英語英米文学専攻に名称変更。

文学部、経済学部、経営学部に昼夜開講制夜間主コースを
開設。

瀬田学舎・ハイテク・リサーチ・センター（HRC）を開設。

地域総合研究所を改組し、国際社会文化研究所を開設。

深草学舎・21号館落成。

社会学部社会福祉学科を地域福祉学科、臨床福祉学科に
学科改組。

龍谷大学福祉フォーラムを設立。

瀬田学舎・6号館（福祉実習棟）落成。

大学院文学研究科教育学専攻博士課程を開設。

大学院国際文化学研究科国際文化学専攻修士課程を開設。

『龍谷大学三百五十年史』が刊行。

人間・科学・宗教総合研究センターを設置。

大学教育開発センターを設置。

龍谷ボランティア・NPO活動センターを開設。

古典籍デジタルアーカイブ研究センターを開設。

紫光館落成。

大学院国際文化学研究科国際文化学専攻博士課程を開設。

人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センターを開設。

矯正・保護研究センターを開設。

瀬田学舎・古典籍デジタルアーカイブ研究センター棟（瑞光
館）落成。

理工学部情報メディア学科、環境ソリューション工学科を開
設。

大学院法学研究科、経済学研究科共同運営による「NPO・地
方行政研究コース」を開設。

地域人材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・セン
ターを開設。

社会学部コミュニティマネジメント学科を開設。

瀬田学舎・学生の積極的な活動を支援する「学生交流会館」、
多目的雨天練習場の「SETA DOME」落成。

里山学・地域共生学オープン・リサーチ・センターを開設。

大学院法務研究科（法科大学院）を開設。

アフラシア平和開発研究センターを開設。

東京オフィスを開設。

経済学部経済学科を現代経済学科、国際経済学科に学科
改組。

Ryukoku University Berkeley Center（龍谷大学バークレー
センター：RUBeC）を開設。

瀬田学舎・智光館（アフラシア平和開発研究センター）落成。

大学院理工学研究科情報メディア学専攻、環境ソリューショ
ン工学専攻修士課程を開設。

龍谷大学付属平安中学校・高等学校を開設。

大阪オフィスを開設。

大学院文学研究科教育学専攻が臨床心理士第１種指定大
学院となる。

創立370周年記念事業・式典を行う。

大宮学舎・清風館落成。

大学院理工学研究科情報メディア学専攻、環境ソリューショ
ン工学専攻博士課程を開設。

大学院実践真宗学研究科実践真宗学専攻修士課程を開設。

龍谷ミュージアム起工

龍谷大学370年のヒストリー Progressive & Traditional

がくしょう
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創立３７０周年記念事業推進体制

龍谷大学創立３７０周年記念事業　委員一覧
2010（平成22）年3月24日現在

○創立３７０周年記念事業委員会
橘 正信　若原 道昭　小川 信正　河嶋 壽一　西垣 泰幸　赤松 徹真　細田 信輔　佐藤 研司　元山 健　
大柳 満之　大友 信勝　嵩 満也　藤原 直仁　田中 則夫　長野 了法　三村 峯男　杉 宣正　湯口 博　
阪口 新太郎　坂元 八朗　木林 哲正　荒川 林太郎　佐和 達児　菅原 正治　米田 禎孝　町田 徳男　仲邑 眞　
野村 康治　岸本 宗丈　八木 晃代　白樫 優右子  寄氣 恵秀　信楽 峻麿　平岡 秀夫　　

○創立３７０周年記念事業推進常任委員会　　　　
若原 道昭　小川 信正　河嶋 壽一　西垣 泰幸　赤松 徹真　細田 信輔　佐藤 研司　元山 健　大柳 満之　
大友 信勝　嵩 満也　藤原 直仁　田中 則夫　長野 了法　三村 峯男　仲邑 眞　上 英之　石原 正樹　
杉村 繁一　堤 次男　小瀬 一　東澤 雄二　平野 武　西村 豊　落合 雄彦　内藤 知康　上野 浄丸　橋本 正義　
辻川 淳一　井野谷 文三　鶴野 善久　石川 達也　宮治 昭　熊谷 睦史　松本 和一郎　伊勢戸 康　　　　     

○創立３７０周年記念事業推進専門委員会
若原 道昭　西垣 泰幸　赤松 徹真　元山 健　嵩 満也　藤原 直仁　長野 了法　三村 峯男　仲邑 眞　
上 英之　石原 正樹　杉村 繁一　小瀬 一　東澤 雄二　平野 武　 西村 豊　落合 雄彦　内藤 知康　
宮治 昭　熊谷 睦史　松本 和一郎　伊勢戸 康　　　　     
　
○創立３７０周年記念募金事業専門委員会　　　
小川 信正　河嶋 壽一　細田 信輔　佐藤 研司　大柳 満之　大友 信勝　三村 峯男　仲邑 眞　上 英之　
石原 正樹　杉村 繁一　堤 次男　上野 浄丸　鶴野 善久　橋本 正義　辻川 淳一　井野谷 文三　石川 達也    　　　　     

○創立３７０周年記念募金事業実行委員会
＊大学学長並びに大学役職者
＊親和会役員、校友会役員（各学部同窓会・校友会支部の各役員含む）

○創立３７０周年記念事業実行委員会　　　
津守 淨子　屋山 新　山川 正司　花崎 正順　佐野 直志　青木 千義　平井 良和　安食 真城　河村 由紀彦　
南 照宣　田辺 等　吉貞 正流　篠原 正樹　中﨑 憲和　木村 優　伊井 明　篠田 真智子　西本 和保　
蘆田 晴重　甲野 浩史　西山 信行　谷村 知佐子　松本 賢　片桐 理美　秦 昌宏　加茂 睦　河角 隆宏　
山𦚰 直子　青戸 英夫　森 雅一　芝原 正記

■創立３７０周年記念事業事務室
室長 ： 小川 信正　課長 ： 山川 正司
課員 ： 芝原 正記　佐竹 康輔　干場 亜希子　下川 幸恵
       （兼務）河野 英治　伊井 明　篠田 真智子　西本 和保　蘆田 晴重　甲野 浩史　西山 信行　谷村 知佐子　
　　　　 　松本 賢　片桐 理美　秦 昌宏　加茂 睦　河角 隆宏　山𦚰 直子　青戸 英夫　森 雅一
　　　　 　増田 省三　松崎 憲道　

創立370周年記念事業委員会
次の事項を審議・決定

（1）記念事業の大綱に関する事項    （2）その他記念事業の推進に必要な事項

創立370周年記念事業推進常任委員会
記念事業の大綱を具体化し事業計画を策定する

創立３７０周年記念事業推進専門委員会
記念事業の具体的な事業計画を推進する

創立３７０周年記念募金事業専門委員会
募金事業の具体的な事業計画を推進する

創立370周年記念事業事務室

創立３７０周年記念事業実行委員会
記念事業の具体的な事業計画を実行する

（事務局）

創立３７０周年記念募金事業実行委員会
募金事業の具体的な事業計画を実行する
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創立３７０周年を振り返って

小川　信正

龍谷大学事務局長
創立370周年記念事業事務室長

「龍谷大学悠久の歴史・370周年記念式典」の見出しが
踊り、「厳かさの中に華やかさが光る記念式典であった」と
の各社の新聞報道に、私は、「やった」と歓声を上げた。
平素、辛口の報道が多い中で、この評価は、370周年を総
括してくれていると感じたからである。
創立370周年の記念イベントは、本報告書でも詳細にお

示ししたとおり、全国各地に於いて多彩に実施された。ど
の催しも、多くの方のご参加をいただき、龍谷大学に対す
る理解と親しみを深くしていただいたことは、何よりの喜
びであった。
これらが大過なく成し遂げられたのは、学生諸君はもとよ

り、校友会、親和会、大学教職員、そして設立母体の本願寺を
はじめ龍谷大学を支えてくださった皆様の大きなお力添え
があったからこそであり、心より厚く御礼申しあげたい。
思い返せば、私が、当時の神子上学長に、「第4 次長期計

画の終わるのが2009年。その総括として、この年に370 周
年をやってはどうでしょうか」と提案申しあげたところ、
「350年の次は400年と違うんですか」と渋られたが、「その
時は誰も生きておりませんよ。この時期に、龍谷大学のす
べての力を結集するためにも是非やりましょう」と強引に
押し切って決まったのを憶えている。

募財活動が始まると、なんと、神子上学長が先頭を切っ
てポンと大金を寄付され、その学長の思いが執行部の心を
突き動かし、具体的な記念事業計画に拍車がかかり、最も
困難に思われた募財活動をも軌道に乗せる結果となった
ように思う。
この報告書に記載したとおり数多くの記念事業が実施
されたが、その目玉である、龍谷ミュージアムの鉄骨がこ
のほど組み上がり、その雄姿の一端を見せ始めた。
このミュージアムは、仏教の誕生から、現代の仏教まで
をわかりやすく紹介する、他に例のない仏教総合博物館と
して各方面から期待されている。
このミュージアムの壁面に、今回、370 周年にあたり、多

くの募財を賜った方々のご芳名を記した銘板を掲げ、感謝
の意をいつまでも表したいと思う。
最後に、記念式典に於いて、若原学長が「この370周年を
機縁として、『進取と共生・世界に響きあう龍谷大学』を目
指して、新たな大学創造の第一歩を踏み出したい」との決
意を述べられたが、龍谷人すべてが、この決意を共有して、
龍谷大学の発展に邁進したいものである。そのことによっ
て、創立370周年そのものが、永い龍谷大学の歴史に燦然と
輝くものとなるであろう。

ともいき

表紙の木版画は、1879（明治12）年に営まれた、大教校落慶法要の様子を描いた図です。


