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Topic 1

数字で見る東京大学校友会
　東京大学校友会は2004年10月に「東
京大学学友会」として発足しました。そ
れまでは学部やサークルなど個々に活動
していた同窓会を、緩やかに束ね、大学
と同窓会、また同窓会相互の連携を発展
させようとスタートし、その後2008年4

月に「赤門学友会」と改称。さらに発足
から10年目となる2014年4月、卒業生、
在学生、教職員を包括する組織として

「東京大学校友会」（英語名称UTokyo 

Alumni Association）に改称しました。
　現在校友会に登録している団体は、大
きく7つに分けられます。今回は17年前
と現在の数値を比較するととともに、ネ
ットワークの広がりをご紹介します。校
友会の活動や今後の取り組みについても
ご注目ください。

※登録等に関心のある方は右記にお問い合わせください。　東京大学校友会事務局　utaa.adm＠gs.mail.u-tokyo.ac.jp

＊これまで「東大校友会ニュース」(校友会会報)と大学広報誌「淡青」は個別
の冊子として卒業生の方 に々お届けしていましたが、今号より「淡青」と合わせ
て刊行することになりました。校友会の最新状況をお伝えいたします。

卒業生ネットワークの統計
同窓会名 団体数

学部学科同窓会　 24 49
地域同窓会（日本国内） 9 54
運動部・サークル同窓会 3 47
職域特定分野同窓会 2 45
クラス会（学科） 0 12
クラス会（駒場） 1 50
海外同窓会 5 57

団体 団体44
2004年 2021年（8月末日現在）

314海外同窓会
出典：「東京大学の概要」、東大校友会調べ

2004年当時、校友会に登録された海外同窓

会はわずか 5団体であったが、現在では35

ヵ国・地域で57団体に及んでいる。また全

体の会員合計数は6,000名を超え、帰国留学

生を交えて活動している同窓会も目立つ。今

後は同窓会メンバー間の親睦に限らず、国を

超えた横断的なネットワークが望まれる。
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東大校友会会長　
宗岡正二
1970年農学部卒。日本製
鉄(株)相談役。2020年7月
東京大学校友会会長就任。

Topic 2

東大校友会会長　
2021年度入学式祝辞
2021年度の入学式と大学院入学式が4月12日に日本武道館において挙行されました。
今回来賓であり東大校友会として初めて登壇した
宗岡正二東大校友会会長の祝辞をご紹介します。

東大校友会会長　
宗岡正二
1970年農学部卒。日本製
鉄(株)相談役。2020年7月
東京大学校友会会長就任。

　只今、ご紹介頂きました宗岡で

ございます。東京大学校友会を代

表致しまして、東京大学に入学さ

れた皆様方に、心からお祝いを申

し上げたいと存じます。また、入

学生のご家族の皆様方にも、重ね

てお祝いを申し上げます。

本日は誠におめでとうございます。

　まずもって、足下のコロナ禍の

最中にかかわらず、このような形

で入学式を執り行うことができま

したことは、総長はじめ学内の関

係者の皆様方のご尽力によるもの

と心から感謝を申し上げたいと存

じます。

　新入生の皆さんは、この春の東

京大学入学と同時に、全員が東京

大学校友会の新たな仲間になられ

ました。校友会会長として、新会

員の皆さんを心から歓迎致します。

　さて、ここで皆さんに東京大学

校友会を少し紹介させて頂きたい

と思います。東京大学校友会は、

個人会員と団体会員からなる全学

同窓組織であり、2004年に発足

致しました。本年で発足17年と

なります。個人会員ではすべての

在学生、教職員と存命の卒業生、

合わせて20数万人に及ぶ、大変

大きな組織であり、加えて、団体

会員としても、学部や学科の同窓

会、国内外の地域同窓会、運動部

やサークルのOB会・OG会等々、

311もの団体が登録されておりま

す。

　校友会の活動と致しましては、

卒業生向けのイベントのみならず、

近年は、新入生の学年会や、学部

3年生の就職活動のための面接演

習等、在学生を支援する活動も拡

充してきております。本年度は、

10月のホームカミングデイに合

わせて、今年入学された皆さんの

学年会を行う計画がございます。

文系・理系や科類を超えた同期生

との交流、大学の先生や先輩、卒

業生との懇談の場として、この秋

の学年会に皆さんが多数参加され

ることを期待しております。

　また、東京大学校友会は、海外

35か国・地域にも多くの会員を

有するグローバル・コミュニティ

であり、性別、年齢、国籍を問わ

ない、極めて多様な人材の宝庫で

あります。この素晴らしいコミュ

ニティで、皆さんの在学ないし留

学中、さらには卒業後の長い人生

におきまして、東京大学の仲間と

の交友を広げて頂きたいと思いま

す。

　さて、次に、簡単に私の自己紹

介をさせて頂きたいと思います。

半世紀前の1970年に農学部農業

経済学科を卒業し、鉄鋼メーカー

である当時の新日本製鐵に一期生

として入社致しました。社長・会

長を経て、現在、日本製鉄 相談

役を務めております。大学で柔道

部におりましたことから、この日

本武道館は、学生時代に選手とし

て試合に臨んだ場所であり、また

不祥事に揺れた全日本柔道連盟の

立て直しを要請され、2013年か

ら 4年間、全日本柔道連盟会長を

務めた際には、全日本柔道選手権

大会を会長として主催致した場所

でもあります。このように、この

入学式の会場は、私にとりまして

も誠に馴染みの深い会場でありま

す。

　また、私が東京大学柔道部員で

あった当時、柔道部長をお願いし

ていたのが伊藤正己法学部長で、

部員一同、大変親身にご指導頂き

ました。先生は、のちに最高裁判

事に就任され、また文化勲章をも

受章されるなど、英米法及び憲法

の日本の権威でもあられました。

　伊藤先生の座右の銘は、論語に

ある「和して同ぜず」でありまし

た。「君子は和して同ぜず、小人

は同じて和せず」の一節ですが、

「君子、すなわち、立派な人は、

いつも協調的であるが、大事な局

面では自分自身の意見をしっかり

述べることが出来る。小人、すな

わち、つまらない人は、自分自身

の意見を持たないので、付和雷同

するが、喧嘩ばかりしている」と

の意味で、「しっかり勉強し、自

分の意見を持ちなさい」という訓

えであります。私の尊敬する先生

のこの座右の銘を、皆さんにも是

非身につけて頂きたいと思います。

　さらにもう一つ、皆さんに身に

つけて頂きたいのが「ノブレス・

オブリージュ」の精神であります。

「ノブレス・オブリージュ」とは、

欧米社会における基本的な道徳律

であります。古くから貴族制度が

根付いていた欧州を起源とする概

念ですが、「身分の高い者はそれ

に応じて果たさなければならぬ社

会的責任と義務がある」というも

います。

　皆さんは、これから皆さんが進

む分野において、将来、この国の

みならず、国際的なリーダーとな

ることが大いに期待される人達で

あります。皆さんには、知力、気

力、体力に加え、人としての倫理

観をも併せ持った、万国共通の真

のリーダーになってもらいたいと

思っています。

　先ほどの「和して同ぜず」とこ

の「ノブレス・オブリージュ」を

心に刻み、これからの4年間を過

ごして頂きたい。色々な事柄を学

び、多くの人と出会い、視野を広

げ、知性と感性に加え、品性をも

磨いて頂きたい。皆さんが単なる

「頭の良い東大卒業生」で終わら

ぬよう、東大校友会20万人のOB・ 

OGもお手伝いしていきたいと思

っております。

　最後になりますが、皆さんの東

京大学への入学を心からお祝い申

し上げます。皆さんご自身も、こ

れまで皆さんを育ててくれたご家

族に感謝し、そして入学できた幸

運にも心から感謝し、心豊かな人

間に成長して頂きたいと思います。

改めまして本日は誠におめでとう

ございます。

ので、欧米の騎士道精神の

根幹をなすものであり

ます。新渡戸稲造が、

中で、日本の武士道精神にも

通ずるものであると解説して

彼の書いた「武士道」の

同窓会名 団体数

学部学科同窓会　 24 49
地域同窓会（日本国内） 9 54
運動部・サークル同窓会 3 47
職域特定分野同窓会 2 45
クラス会（学科） 0 12
クラス会（駒場） 1 50
海外同窓会 5 57
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「大学支援」「校友会会費納入」
「役員会、幹事会の権限」を明文化

2021年7月2日午東京大学本郷キャンパスにおいて2021年度役員会を
対面、オンライン併用で開催しました。
役員29名が出席され、神澤俊介事務局長の司会により開会し、 
宗岡正二会長のご挨拶、藤井輝夫総長のご挨拶に続き、
下記議案が付議され、満場異議なくすべて承認可決されました。

オンラインでは10名が出席。時差を越え
て海外からも参加。

徹底したコロナ感染対策で間隔をあけなが
らの会議を開催。

「活動報告並びに活動計画」（うち決算・予算は要承認） 
報告事項

上記会則改正による会費規定新設に伴い、 
❶  銀行口座の開設を始め所要措置は、本会事務局で進め、幹事会に逐次報告、
❷  会費の受け入れ・使用を含む会計に関わる細則は、幹事会で制定し役員会に報告、 
❸  会費収入は、校友会事業経費に充当。充当方法につき、幹事会で検討の上、22年 7月の役員会に付議。

「会費規定新設に伴う銀行口座の開設、細則制定等」
審議事項2

対面：会長 宗岡正二、名誉会長 藤井輝夫、副会長 鈴木博之、同 津田敦、同兼幹事長 藤吉泰晴、副会長 水野明久、
同 森明子、同 森田富治郎、監事 服部彰、顧問 大塚陸毅、同：岡崎一夫、同 小林利彦、同 白川方明、同 染谷隆夫
オンライン：副会長 石原進、同 朴鍾根、同 山口勝之、顧問 秋月信、同 小宮山宏、同 遠山敦子、同 中村耕三、同 

林貞行、同 森山工、同 吉川弘之
事前書面承認：副会長 桑澤嘉英、同 小林喜光、顧問 荒蒔康一郎、同 岩田喜美枝、同 五神真
※敬称略

出席者

 「会則の改正」
審議事項1

2022年10月の東京大学地域同窓会連合会との大同団結に備え、全学同窓組織としての
本会の目的・事業を明確化すると共に組織・財政基盤の強化を図るべく、会則を改正す
る。尚、大同団結最終案と所要の会則改正は22年 7月の役員会で審議決定。 ポイントは、
❶目的・事業に「大学への支援」を明記、
❷所在地を規定、 
❸  会長の指名方法・任期、役員会の権限等を明確化、幹事長及び監事の任務を拡充、
❹  幹事に関する規定を整備、幹事会を会議として権限を明確化、 
❺  会費規定を新設（個人会員、団体会員は1万円を1回納入）、会計規定を整備、 
❻  その他、功績等があった個人を会員として承認可能にする、文字等の修正。本改正は役員会承認後即日施行（附則）。
改正後会則はhttps://www.u-tokyo.ac.jp/ja/alumni/alum-community/rule.htmlを参照。


