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森川裕⼀ 明⽇⾹村村⻑

 明⽇⾹村はキトラ古墳や⾼松塚古墳もあり、⽇本国始
まりの物語のようなものを持っている地。

飯降政彦学⻑

これまでに明⽇⾹村の歴史的資源の調査研究に本学教
員も携わっており、また、明⽇⾹村と交流のあるシン

2014年10⽉02⽇ 

相互連携の協定書に署名し、森川裕⼀村⻑、飯降政彦学⻑が固く握⼿

  10⽉1⽇、本学創設者記念館において、「明⽇⾹村と天理⼤学との相互連携に関する協定書」の調印式が⾏わ
れた。
 始めに岡⽥⿓樹⼈間学部教授より連携の趣旨について説明がなされたあと、森川裕⼀村⻑、飯降政彦学⻑が協
定書に署名した。
 今後、本学の教育・研究および国際交流も含めた⼈的交流など、さまざまな⾯で活発な連携が期待される。
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天理⼤学は、歴史、国際交流など、⼈材と知財を持っ
ており、おもしろい地域連携を⾏っていくことができ
るのではと考えている。

ガポールの名⾨⾼校ラッフルズに村の⼦どもたちと本
学の柔道部の学⽣が訪問するなどのつながりがあっ
た。今回の協定は、本学の教育・研究にも⼤きくプラ
スになると確信している。今後も明⽇⾹村の発展に寄
与させていただきたい。
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