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大 野 将 平 選手
2016リオデジャネイロオリンピック柔道男子73㎏級金メダリスト

時代をつくっていく
選手を目指して

TEN D

は
活
部
の
大
天
人を育てる！

天理大学は

スポーツも

の吉田沙保里さん。とんでもないプレッ
シャーの中で戦っていて、初めて金メダ
ルを取った自分とはまったく違う境地で
やっていると思う。男子柔道 100㎏超級
のフランス・リネ－ル選手も同じで、そ

スゴイぞ！

の境地で戦うと原沢選手との決勝のよう
な、内容的には良くない戦い方になって
しまう。しかし、その境地のことを考え
ると、自分は批判できない。すごいなと
思う。
きっと、勝ち続けることで見えてくる
境地、領域があり、普通のオリンピック
チャンピオンとスーパースターの違いはそ
こにある。自分もそのレベルに達して、
井上康生全日本監督やオリンピック３連
覇の野村忠宏選手のような、時代を作っ
ていく選手を目指したい。
その結果、柔道の地位が上がるなら、
東京オリンピックまでの４年間、自分が
できることに挑戦していきたい。

現在の課題
02 ～ 03

ラグビー部も日本一へ
本気度 100％

06 ～ 07

ホッケー部男子は
本当に強かった！！

08 ～ 09

硬式野球部から
目が離せない

10 ～ 11

創作ダンスは
超ハードスポーツ！！

12

リオ金メダリスト
大野将平選手が語る

強すぎること。
強いのと試合で勝てることは別物で、
強いから試合に勝つといえないのが、勝

リオ金メダリスト

2

負の世界。本当に試合で勝ち続ける選手

大野将平選手が語る

が目標。その高みを目指すために、ほか
の階級や、より強い選手とけいこをしな

016 リオデジャネイロ五輪の柔

の安定剤になるのではと言われた。自分

できるときはやらない。自分はオールド

道男子 73㎏級で金メダルを獲

としては、それは「徳を積む」ことと解

スタイルと言われているように、古き良

得した本学体育学部卒業の大

釈して、自分なりにゴミ拾いなどを行っ

き時代の風習を自分でも心の中にしっか

自分のスタイルを大事に、さらに上の境

ていた。

り持って臨んでいるので、オリンピック

地を目指したい。

でも冷静につとめられたと思う。

2017年はチャレンジの年

野将平選手（旭化成・天理大学大学院体
育学研究科）に、金メダル獲得までのこ

これには、少しでも多くの人に応援し

と、そして、これからのことを伺った。

ていただけるために、まずは後輩や、こ

オリンピックで感じたこと

れから柔道を志す子どもたちに憧れられ

オリンピックはオリンピックというこ
と。４年に一度ということでほかの大会
とは、報道のされ方、注目度もまったく

る選手、人間になりたいという思いも込

金メダリストになって
一つ目は、金メダルを取って生活が一

いといけない。
強さと勝負強さのバランスをとって、

2017 年の抱負としては、今年しかでき
ないことにチャレンジすること。

めていた。

変したこと。自分は変わらないのに周り

強く美しい柔道を見せたい

が変わった。それはうれしい悲鳴だが、

体育学研究科に在籍しているので、2018

金メダルを取った人間の使命を考えると

年度の修了を目指して修士論文を作成す

き、今自分にできることをまっとうする

るなど、学業を優先するために、４月１日・

べきと思っている。

２日の全日本選抜柔道体重別選手権大

その一つは、現在、天理大学大学院

違い、独得な雰囲気があった。プレッシ

オリンピック前に、強く美しい柔道を

ャーは、そういう周りの変化に対して自

見せたいと言っていたが、簡単に勝てる

分自身が勝手に作っていくものと思う。

と思ってはおらず、競った場面を想定し

だから、自分自身がぶれないで、いつも

てやっていた。結果としては一本勝ちが

二つ目は、一生、この金メダルをぶら

通りやろうと決めて臨んだ。良い意味で

多く、強く美しい柔道で素晴らしいと注

下げて自慢する人生は嫌だということ。

開催される「平成 29 年全日本柔道選手

鈍感になろうとした。それを裏付ける自

目していただくことができた。

会を欠場すること。
二つ目は、４月 29 日に日本武道館で

普通に大野将平という人間として、魅力

権大会」への出場を決めたこと。全日本

信として、自分の力を普通に出したら勝

自分が考える強くて美しい柔道という

のある人間になりたい。柔道を引退して

は、自分にとってはオリンピック、世界

てるといえるレベル、プレッシャーに打

のは、技術だけでなく、礼法とかたたず

からの人生の方が長いので、生身の人間

選手権よりも価値のある大会だと思って

ち勝つだけの質と量のけいこしかないと

まい、姿勢も含めてのことだととらえて

として勝負をしていきたい。

いる。そして体重、年齢無差別で戦うこ

取り組んだ。

いる。その意味で、試合後の態度が良

勝負は、実力だけでない

かったと認めてもらえたのがうれしい。

しかし勝負においては、実力だけでは
ない部分が必ずある。それについては、

とにも強い思いがある。“ 大野将平とい
三つ目は、現在、現役選手である以上、

う柔道家 ”が、無差別の試合の中でど

「礼に始まり礼に終わる」という、柔

金メダルを背負って戦っていかないとい

れだけ自分のスタイルを貫けるか楽しみ

道がスポーツでなく武道であるという一

けないこと。オリンピックチャンピオンと

にしている。

面はここにあると思っている。

して勝ち続けていくことで、普通の選手

オリンピックの前に学校法人天理大学の

今の時代は、派手なパフォーマンスを

深谷理事長に、
「一日一善」というアドバ

良しとしている。それはとっさに出るも

イスをいただいた。シンプルだがそうい

ので、自分も、大逆転の劇的な勝ち方を

例えば、リオデジャネイロ五輪で 4 連

うことを心がけることにより、精神的に

したら出るかもしれない。しかし、相手

覇を達 成したレスリングの伊調馨さん

も落ち着き、安心して試合に臨め、一つ

もいるので、自分でそれをコントロール

や、決勝で負けたが、それまで 3 連覇

とは違った境地で生きていかないといけ
ない。

大野将平選手略歴
1992 年 2 月 3 日生まれ。山口県出身。天理大学
体育学部卒業。天理大学大学院体育学研究科在籍。
旭化成）。国際柔道連盟からファン投票による男子
の年間最優秀選手（2016 年）に選ばれる。

天理大学
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フルバックとしてアタックで
多くのチャンスをつくりたい

王子拓也

井関信介

キャプテン

（SO/CTB・体育４・天理）

（ＦＢ・体育４・天理）

真面目な選手が多く、一生

１年のときもジュニア・ジャパンと

懸命取り組むのが今年のチー

して同じ大会に出た。そのときはフィ

ムの売り。スローガンは今年

ジーなどに大差で負けた。今の自分

も「一手一つ」。それをプレー

がどこまでできるかが楽しみ。海外

に出していきたい。昨シーズ

のチームはフィジカルも強く、体も大

ンは帝京に負け、差は感じたが、それは縮められない差で

きく、日本でのラグビーとは違うラグビーをしてくるので、この経験

ないと実感した。確実に自分たちの頑張り次第で届くこと

を積めるのは日本一を目指す上でも糧となる。今年は本職のフルバッ

が分かった。ただ、帝京は試合巧者で、勝ち方を知ってい

クに戻るので、自分の持ち味であるアタックからチャンスを多く作っ

ることを強く感じたので、自分たちもラグビーへの理解力

ていきたい。チームも選手が多く残ったのでいいチームになると思

を上げて、ゲーム運びや試合の進め方を良くしていきたい。

う。昨シーズンは帝京大学に負けたが、点差よりも差が無いと試合

関西選抜でニュージーランド遠征に行くが、レベルの高い、

中にも感じた。もう少し頑張ればいけるなと。帝京の強さは、どこ

普段と違ったラグビーに触れる機会をこの春の時期に経験

をついてもすべて意志や戦略が統一されていた。天理もそれができ

できるのは、すごくありがたい。自分自身地味なプレーを

てくればと考える。とにかく、自分はボールをたくさん持ち、アタッ

一生懸命、ひたむきにやっていきたい。

クで多くのチャンスを増やせるプレーを目指していきたい。

2017年シーズンに臨む一言
ひたむきに頑張る雑草軍団

帝京戦を糧に一層成長したい

藤浪輝人

立見聡明

バイスキャプテン

（SO・体育２・明和県央）

（HO・地域文化４・伏見工）

昨 年 はＦＷ も 強 化 で き、

ラグビー部

ラグビー部も日本一へ

本気度100％
同志社大学に勝利し、関西大学ラグビー A リーグ優勝を喜ぶ部員たち
（2016.12.3 西京極）

日本一へ確かな手応え

帝京との試合にＳＯとして出場した

バックスの 天 理 の歴 史を 変

が、満員のスタンドの雰囲気にのま

え、新たな 歴 史 が 始まると

れ、足が震えてしまった。しかし、タッ

言われた。ＦＷ全員が体作り

クルなどは入れていた。何より、帝京

の意味を理解して厳しいウエートトレーニングに取り組んだ

のＳＯ松田選手のプレーは勉強になった。味方や相手の裏へのスペー

成果だった。自分たちの取り組みの正しさを実感したのは、

スなども見えていてすごい判断力だった。僕も松田選手を超えたい。

夏合宿での明治大学との試合。ＦＷの明治にＦＷで優位に

自分にも可能性があると思っている。とにかく１年目からリーグ戦、

立てたことで確信に変わった。大きなターニングポイントは、

大学選手権に出られてこの経験が今後に生きる。今年は全試合フル

関西大学ラグビーＡリーグの京都産業大学戦だった。強力

出場を目指していきたい。関西選抜のニュージーランド遠征では、

な京都産業大学のＦＷを粉砕できたことで、自信を持てた。

ＳＯとしてアタックをどう仕掛けるのかを学びたい。このチームは

帝京戦でも、いつでもスクラムは押せると思っていた。後

みんな楽しそうにラグビーをやっていて、必然的に試合中もいい雰

半にターンオーバーでトライにつながったスクラムは、最後

囲気になり、いい結果が出ている。天理に来たから、自分は今も

に相手に傷跡を残せ、次につながるスクラムだった。

成長できている。

今年は昨年の実績の上に、また新しいスクラムをつくり
たい。みんなわくわくして、やる気に満ちあふれている。
天理は無名の選手が多く、あくまでもチャレンジャーな
ので、ひたむきに頑張る雑草軍団だと思う。

小松節夫ラグビー部監督に、2017年シーズンを聞く

昨

年度シーズンは、関西大学

負けたが、日本一への手応えをつかん

験を得たのでこれを契機に大きく成長

ンウルブズの共同キャプテンを務めてい

東海と勝負をしていくには、常に大学

Ａリーグで４年ぶり８度目

だ価値ある敗戦と言える。帝京とは、

してほしい。

る立川理道選手（クボタスピアーズ）が

のトップ８、トップ４に入っておかないと

の優勝、全国大学ラグビー

ものすごく遠い感じはしないが、それ

帝京に勝つために、セットプレーも互

在学中のチームで大学選手権準優勝を

いけない。

選手権ベスト４と、日本一への手応えを

でも細かい所で差があると思う。その

角に戦い、向こうのキープレーヤーを

してからチーム力が付き、勝つための

確実につかんだシーズンとなった本学ラ

差とは何か。

しっかり止めて、勝つためのゲームコン

いい循環ができてきた。

グビー部。さらなる飛躍を期す 2017 年

一つは、ラグビーの勝ち負けを一番

度シーズンへ向けて、小松節夫ラグビー

左右するセットプレーを見ると、スクラ

があれば、そこからやられてしまうので、

意識が変わってきたこと。関東という

部監督に話を聞いた。

ムでは勝っていたし、ラインアウトもイー

細かな所の差を埋めていきたい。

大まかなものではなく、トップ２である

昨年の成果をベースに
上積みを図る
少しずつの積み上げの成 果が出た
シーズンだった。中でもＦＷがかなり改

ブンだった。
二つ目は、バックスのタレントでは、

トロールを磨いていく。どこかで欠点

新戦力にも期待

一人の選手を止められずにかき回され

一つは、それまでの打倒関東という

帝京と東海を倒すという、日本一を狙
う実感を持てるようになってきた。

5 月 28 日に天理親里ラ
グビー場で早稲田大学と
招待試合
昨年も天理親里ラグビー場で行った
奈良県ラグビーフットボール協会主催の

そういう志の高い選手が天理を志望

招待試合を、今年は５月 28 日（日）に

たこともなく、逆にケレビが３トライし

今年は、ＢＫではＦＢジョシュア・ケ

してくれ、勝手に自分たちで切磋琢磨

早稲田大学を迎えて行い、５月 14 日

たので、少なくともイーブンだった。で

レビ（日本語・ナタブア）と、ＦＷでは

して育ってくれるようになってきた。高

（日）には筑波大学との定期戦を同ラグ

は、何で負けたのか。

決勝
手権大会 準
ットボール選
ー場）
ビ
学ラグビーフ
グ
大
ラ
国
宮
全
父
回
秩
第 53
2017.1.2
対帝京大戦（

フィリモニ・コロイブニラギ（日本語・ケ

校時代無名の選手も多く、体も小さい

ビー場で行う予定である。これもトップ

善され、セットプレーが後手に回ること

そこで三つ目に、ゲームコントロール

ルストン）などが抜けた。ＦＢは井関信

が反骨心を持ってやってくれている。そ

を狙うための貴重な経験の場となって

2016年シーズン戦績

なく戦えた結果が現れた。今年は、そ

が出てくる。地域の取り合いとかちょっ

介（体育４・天理）、ＦＷではファウルア・

んな先輩の姿を見て後輩もハードワー

いる。

れに伝統のバックスの力を上積みした

としたプレーの選択で、日本代表スコッ

マキシ（日本語３・日本航空石川）に活

クするという良い育ちの循環が生まれ

この春、天理の多くのメンバーが関

◆関西大学ラグビーAリーグ

い。メンバーも残り、それをベースにで

ドの帝京ＳＯ松田選手と、天理の１年生

躍してほしい。１年生にＦＷとＢＫ、２

ている。高校の先生方もそういうとこ

きるのも、今年の強みと言える。

帝京との差は何か

80－ 0

摂南大学

西学生代 表ニュージーランドツアー、

第2節

天理大学

40－24

京都産業大学（10月2日・花園Ⅰ）

第3節

天理大学

70－ 7

関西学院大学（10月9日・鶴見緑地）

第4節

天理大学

54－ 5

近畿大学

（10月23日・花園Ⅰ）

○準決勝（2017年1月2日・秩父宮ラグビー場）

第5節

天理大学

53－21

立命館大学

（11月13日・天理親里）

※第48回（2011年度）大会以来5大会ぶりの準決勝進出

第6節

天理大学

48－ 5

関西大学

（11月27日・神戸ユニバー）

天理大学

第7節

天理大学

34－12

同志社大学

（12月３日・西京極）

人の高校日本代表の有望選手が入ってく

ろを見て、天理に行ったら育ててくれる

ジュニア・ジャパン、Ｕ 20 スコッド、オー

はディフェンス面の強化で起用し、期

るので期待したい。

と、生徒を送ってくれている。

ストラリアラグビー短期研修、オースト

から、アタックやキックなどのゲームコ
昨シーズンの全国大学ラグビー選手

ントロール面で、本来の自分の力を充

権準決勝の帝京大学戦（2017 年１月２

分に発揮できなかった。立見はあの大

日秩父宮ラグビー場）は、24 対 42 で

きな舞台で松田選手と戦い、大きな経

勝つことで変わって
来たこと
今、日本代表やスーパーラグビーのサ

二つ目は、勝つことで以前では組め

ラリアのキャンベラ大学所属チームと

なかった帝京、早稲田、明治、慶應義

の親善試合と、海外のラグビーを経験

塾などの強豪・伝統校とも試合が組め

する機会を得た。これらを通じてさら

るようになり、より高い経験値が積め

に大きくチーム力をスケールアップした

るようになったこと。トップ２の帝京と

い。
（４ページ参照）

ラグビー略語

（9月25日・宝ヶ池）

◆第53回全国大学ラグビーフットボール選手権大会

天理大学

ＳＯ立見との差が明らかに出た。立見
待に応えてくれた。しかし、プレッシャー

※4年ぶり8度目優勝

第1節

○準々決勝（12月１7日・東大阪市花園ラグビー場）
天理大学（関西大学1位）29－24

24－42

慶応義塾大学（関東大学対抗戦4位）

帝京大学（関東大学対抗戦1位）

◆ＢＫ＝バックス。スクラムに参加する８人（フォワード）以外の７人。
◆ＦＷ＝フォワード。スクラムに参加する８人。
・ＳＨ（スクラムハーフ） ・ＳＯ（スタンドオフ） ・ＣＴＢ（センター）
・ＰＲ（プロップ） ・ＨＯ（フッカー） ・ＬＯ（ロック）
・ＷＴＢ（ウイング） ・ＦＢ（フルバック）
・ＦＬ（フランカー） ・No.８（ナンバーエイト）
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ラグビー・トークライブを開催

「天理から世界へ

」

RWC2019 日本大会に向けて

─日本代表キャプテン・立川理道選手などが参加

2

017 年１月 25 日、2019 年ラグビーワー

ウン ”天理から応援しようと、ラグビー・トーク

付いていて、皆さんがラグビーを良く知ってい

ルドカップ（ＲＷＣ）日本大会を、ＲＷ

ライブ「天理から世界へ ─ＲＷＣ 2019 日本大会

Ｃ 2019 日本大会の公認キャンプ候補

に向けて」
（主催：天理市、天理大学、道友社

ることを、選手は喜ぶと思います。
（廣瀬）
●南アフリカ代表に勝ったことは、海外の報道

地に奈良県から唯一応募している“ ラグビータ

後援：奈良県）が天理市民会館で開催された。

では、日本のラグビー史どころか、世界のスポ
ーツ史に残る勝利だと報じられていて、あらた

天理大学関係者からは
立川理道選手と小松節夫
ラグビー部監督が出演

村上氏の司会で、まず 2015 年ＲＷＣイングラ

めてすごいことだと実感しました。
（荒木）
●キャプテンとしては、2019 年ＲＷＣでしっかり

ンド大会で、日本代表が南アフリカ代表を破っ

結果を残すことが何よりも大事だと思う。まず

た歴史的勝利のトークから始まった。廣瀬氏は

は健康感謝を信条に試合に出続け、目の前のこ

「日本ラグビーの歴史を変えようと、チーム一丸

とを一つひとつ全力でやっていきたい。2019 年

トークライブには、天理大学出身のラグビー

となって目指したことが現実になった」
。立川選

の大会に、キャプテンとしてプレーできたら幸

日本代表・サンウルブズの共同キャプテンの立

手は、最後のトライにつながるロングパスについ

川理道（はるみち）選手（体育 2012 年卒・クボ

て、
「あの瞬間は、相手ディフェンスに負けない

せですね。
（立川）
●天理は古くからラグビーが盛んです。かつて、

タスピアーズ）をはじめ、天理大学ラグビー部

強い選手にパスをしようとしたのが、結果とし

日本代表が花園ラグビー場でテストマッチをす

の小松節夫監督、元日本代表主将で選手会代

て間にいた二人を飛ばしたパスになった。僕の

る際、海外チームは天理で宿泊しました。誰が

表理事の廣瀬俊朗氏、ＲＷＣ 2015 日本代表の

感覚では飛ばしパスではない」と“ 真実 ”を

来ても喜んで帰ってもらうホスピタリティーが天

メンタルコーチを務め、五郎丸歩選手のキック

明かした。メンタルコーチの荒木氏は「見てい

理にはあります。町全体で“ようこそおかえり”

前のルーティンを考案した荒木香織・園田学園

て体がしびれてきて、抱いていた息子を落とし

女子大学教授、
『ハルのゆく道』
（道友社刊）

そうになった」。小松監督は「あの試合は指導

とお迎えしたいですね。
（小松）
●今日は、大勢の参加者から、天理の方々の“ ラ

の著者でラグビージャーナリストの村上晃一氏

者ではなく、久しぶりにのめり込んでラグビー

グビー愛 ”を実感するとともに、ワールドカッ

が出演し、700 人近くの聴衆を前にラグビー・

を見た」と、その勝利の瞬間の感想を語った。

プ日本大会への関心の高さもうかがえました。

トークを繰り広げた。

レフリーのホイッスルで始まる

2019 年 RWC 日本大会への
思いを語る

天理がキャンプ地に選ばれたら、国を背負って
４年に一度の真剣勝負に挑む選手たちを町ぐる
みで迎えていただき、触れ合ってもらいたいで
す。
（村上）

ラグビー部

海外経験でもチーム力を高める

１.「２０１７関西学生代表ニュージーランドツアー」に
本学から 8 人が選出。小松監督が率いる。
関 西ラグビーフットボール 協 会 主催の
「2017 関 西 学 生 代 表ニュージーランドツ
アー」
（３月 15 日～ 26 日・クライストチャー
チほか）に、本学から８人が選出。スタッ
フとして小松節夫監督（監督）、八ツ橋修
身コーチ（ＢＫコーチ）、竹田亘トレーナー
が選出された。
小松監督は「関西のレベルアップと高校
生に対するアピールなど、関西の大学ラグ
ビーを盛り上げようと企画された。選手に
とっても、メンバーに選ばれて、海外に出
て試合や練習をすることで意識やモチベー
ションが高まる効果がある」と話す。

なお、関西学生代表チームは、スーパー
ラグビーの試合の前座試合も行う予定で
ある。
【本学メンバー】写真後列左から 赤平勇
人（ＰＲ・体育４・青森北）、澤井未倫（Ｌ
Ｏ・地域文化４・伏見工）、立見聡明（ＳＯ・
体育２・明和県央）、島根一磨（ＦＬ
・体育３・
天理）、写真前列左から 久保直人（ＷＴ
Ｂ・体育３・天理）、王子拓也（ＳＯ / ＣＴＢ・
体育４・天理）、藤浪輝人（ＨＯ・地域文化４
・
伏見工）、水野 健（ＰＲ・体育４・天理）

トークライブは、スペシャルゲストの立川選

その後、それぞれの立場から 2019 年ＲＷＣ

大いに盛り上がったトークライブは、天理市

手の兄で、日本ラグビー協会公認Ａ１級レフリ

のラグビースクールの子どもたちとの記念写真

ーの立川誠道（まさみち）さんのホイッスルでキ

日本大会への思いを語った。
●イギリスでは現地の人にラグビーが愛されて

ックオフ。

いると感じました。天理の町にもラグビーが根

２. ジュニア・ジャパンに 4 人が選出
日本ラグビーフッ
トボール 協 会 から、
「 ワールドラグビー
パシフィック・チャレ
ンジ 2017」
（ ３月 10
日～ 18 日・フィジー）
に出場するジュニア・
ジャパンに、本学か
ら４人 が 選 出 さ れ
た。チームはサモア
Ａ、 フィジー・ウオ
リアーズ、 トンガＡ
と対戦する予定。
【本学メンバー】写真左から 佐藤 慶（体育３・天理）、木津悠輔（体育４・
由布）、井関信介（体育４・天理）、ファウルア・マキシ（日本語３・日本航
空石川）

で閉幕した。

（候補）
に3人が選出
３. U20 日本代表スコッド
2017 年８月にウルグアイで開幕する
「ワールドラグビーＵ 20 トロフィー
2017」に出場するＵ 20 日本代表にの
スコッドに右記の３人が選出された。

【本学メンバー】山川
力 優（ ＰＲ・体 育２・
天理）
、
佐藤 慶、
ファ
ウルア・マキシ

４. オーストラリア ラグビー短期研修
３年前から春休みにＢＫとＦＷ２人
ずつをオーストラリアに体験派遣して
いる。昨年からはブリスベンのクイン
ズランド大学のクラブチームに練習生

として参加し、試合にも出場している。
これは非常に良いトレーニングにな
り、チームにもいい刺激になっている。

５. オーストラリアのキャンベラ大学所属のクラブチームと
親里ラグビー場
（３月14日）
で親善試合
主力が海外に出ているが、それま
で経験の少ないメンバーも、海外チー
ムと試合をする貴重な経験を積んだ。

フィジカルの強い体の大きい選手と
実際に体を当てることで、自らの身
体を鍛える意識が向上した。
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「アクション、
狙う
テーマに掲げタイトルを
長谷部謙二監督
今年は例年と違う取り組み

ホッケー部 男子

２０１７年

ホッケー部男子は本当に強かった！！

全日本選手権２連覇
昨季、４冠の内３冠を獲得

22回目
の制覇！

より一層のレベルアップを目指しユーティリティなチームにチャレンジ

穴井善博ホッケー部男子監督に
今シーズンの戦い方を聞く

2

016 年度シーズンは大学王座、日本リーグ、全日

素晴らしい成績を残した天理大学ホッケー部男

本のタイトルを獲得、唯一インカレは準優勝と

子。新たなチームとして再始動を始めるチーム

なったが、まさに日本一のチームにふさわしい、

の、2017 年度の戦いを穴井善博監督に聞いた。

る人たちの集団。
「マインドチーム」は、いろんなと

ながらあと１歩届かないシーズンだった。原因は決

ころに気を遣える、心がけられる人たちの集団。
「ホ

定力不足や心の切り替えの弱さなどで、それは、ホ

ッケーチーム」は、ホッケーに特化した人たちの集

ッケーそのものよりも、日ごろの自分たちの行いな

団。この３つに部員をチーム分けして、部員それぞ

どにあったと感じている。本番の試合で力を発揮さ

れが見直しを図った。

せる何かが足りないとの反省から、今年は例年とは

アクションチームが一番

特性により 3 つのチームに
分けて練習を行う

新井

稜

このチームごとの特徴は明らかだった。問題を見
つけ、困難なことなどがあれば解決策を考えて行動
に移せる人たちの「アクションチーム」が、目に見

今年のチームは、
「アクション（行動を起こす）、

えていろんなことを率先して行動を起こし、リーダ

マインド（心がけ・感じる力）、スピリット（闘争心）、

ーになりつつある。
「ホッケーチーム」はホッケーに

ホッケー」をテーマに掲げて取り組んでいる。これ

関しては上手いが、それを教えるなどのコミュニケ

をベースにチーム作りを行うために、今年の１月か

ーションが苦手だった。結果、クラブの運営上でも

ら３月、部員を「アクション」
「マインド」
「ホッケー」

率先して指示が出るなど「アクションチーム」が一

の３チームに分けて、チームごとにホッケー練習、

番だった。

キャプテン（体育４・石動）

いつ結果がでるかだけの問題

自分がキャプテンになり改めて思う

ほかのチームの姿、行動を互いに見て、自分たち

のは、天理は選手一人ひとりがホッケー
に懸ける思いが強く、練習もやらされ

３つのチームに分かれチーム力を上げた

ているのではなく、自分からやろうとし

自分たちのチームの色を
意識することが大事

「アクションチーム」は、何かを感じて行動に移せ

昨年はインカレ２位など、個々の選手の力があり

違った取り組み方をしている。

より自分からやるチームを目指して
それが大きな強みになる

ウエイト、ランニングを行った。

ているということ。これはチームとしての大きな強みになる。

きるチーム、ポジションにとらわれない

練習ではなく、全員で、ディフェンス面

すごく伸び、現在日本代表。もともと

ホッケーを目指す。ディフェンス、オフェ

とオフェンス面の基礎的な練習をして

スピードがあるが、それを生かせる緩

自分の弱点を補ったり、得意なところを伸ばそうと自主練習に

ンスなどのポジションにとらわれずに、

いる。これはある意味選手にとっては、

急ができるようになった。ＭＦでは、田

取り組んでいる。そのときに選手同士意見を出し、自分では
気付かないところを知ることも多く、そのチームの雰囲気は大

中村瑛香

意識の高さの現れとしては、全体練習が終わっても、各自が

キャプテン・日本代表候補

（GK

体育 4・天理）

のチームの長所、短所を振り返り、その意味を部
員たちも理解することで、視点、考え方が変わって
きた。新しい女子チームの伝統ができ、いつ結果
が出るかだけの問題と言えるまでの準備は整った。
今年新たに１年生が加わり、ポジション争いも激

毎年、その年の選手の個性を見なが

流動的にユーティリティにプレーできる

新たなことを学べる新鮮な練習になっ

中海渡（体育４・天理）。日本代表。広

ら、チームの色付けをしている。今年

チームをつくりたい。難しいが、今年

ていて、楽しくモチベーション高く練習

い視野を持ち、ゲームのバランスを取

は卒業して９人が抜け、昨年まで試合

のチームスローガンのように「チャレン

に取り組んでくれている。

れる司令塔。ＤＦでは、キャプテンの新

全部が動いていく創造的戦術で、新たなレベルを目指している。

経験の少ない選手もいるので、経験を

ジ」
（イコール、失敗しながら成長して

具体的には、ポジションが流動的に動き、どんどん入れ替わっ

そのために、今年は３つにチーム分けをして取り組んでい

いく）したい。

今年のチームの強み

井稜（体育４・石動）と島田航介（体育４
・

させながら育てていきたい。昨年も自

飯能南）。

ていくもので、相手もやりづらいと思う。天理のスタイルもか

る。私はホッケーチームになったが、その意味をしっかり考

なり研究されているので、今までのスタイルとは違うことをし

久しぶりの全国タイトルを取れるように、今年の

えることから始めた。いつも以上にチームメンバーを意識し

ていく。

て、そのチームなりの色を発信するよう心がけた。この試み

チームの４つのテーマを元に頑張っていきたい。シ

分たちの目標に向かってしっかり意識し

これまでは、自分はＦＷなのでＦＷ

今年のチームの強みは、真面目で能

て取り組んだ結果が成績に表れたので、

しかできない、自分はディフェンス専門

力が高い選手が多いので、真剣に自分

今年も自分たちのチームの色を意識す

という選手が多かったが、より一層レベ

たちのやるべきことを明確にし、課題

ることが大事になる。

ルを上げるためには、ユーティリティな

を一つひとつクリアしていけるところと

流動的にユーティリティに
プレーできるチーム
今年は、ハイスピードでゲームがで

一日3部練で
4回の食事で鍛え上げた

切にしたい。
今年の目標のチームは、ボールも動くし選手も動くという、

今年はまず７月にある大学王座のタイトルを目標にして、一
つひとつ頑張っていきたい。

春休みの練習では、１日３部練で４

選手にならないといけない。そのため

言える。４年生を中心に一つにまとまれ

回の食事をし、２時間の集中した練習

には、一人の選手がいろんな知識を入

るのも強みといえる。

と体作りをした。１日のスケジュールは、

島田航介

プレー面では、天理の伝統である点

午前７時に軽食、８時から 10 時に第１

スはこの練習、ＦＷはこの練習という

の取り方を知っているのが強みで、こ

部の練習、11 時に朝食。午後１時から

れは本当に自信を持っている。だから

３時まで第２部の練習、４時に昼食。

自分はディフェンスのセンターとして、

後は勝ち方、ゲーム運びをさらに磨き

午後６時から８時まで第３部の練習、

堅実なプレーでゴール前を固めている。

たい。ゲームの中で、積極的に行くの

午後９時に夕食と、例年以上に鍛え上

天理は攻撃的なチームだが、守りも強

か、ボールを保持するのか、これから

げた。

られる自立した大人のチームになってほ
しい。

なかったインカレも含めて４冠優勝を目

ポイントになる選手

指し、激しいシーズンに挑む。今年も

ポイントになる選手は、ＦＷでは、福
田健太郎（体育４・横田）。大学に来て

その活躍から目が離せない。みんなで
応援しよう。

バーを使っていたが、今年はチームを特化した形で

の場面で自分に勝つことができてい
たのか、どれだけ力を発揮できていたのか顧みている。

はすごくいいなと思う。この３つはどれもホッケーをする上

やっていくつもりなので、成績は昨年以上になるの
は間違いない。

ーズンで何かを見失ったときには、この４つのテー

で大切で、その意味を理解できれば、必ず試合が続く中で

マ、春に行ったチーム分けの原点に戻って、方向性

も勝ち続けられる力になると思う。

を確認していきたい。

今年のチームは勝ちます

（体育４・飯能南）

FWとしてチームの勝利につながる得点を

松本夏波

日本代表候補

（MF

体育４・伊吹）

森

（FW

花音

地域文化４・伊吹）

い。天理らしいディフェンスは、ストロー

今年は３つのチームに分かれて練

クの強さと速さと粘り強さがあり、一対一には守り方が統一さ

習したが、少人数では自分に逃げ道

やってきたので、勝てる自信はある。

がないので、しっかり自分に向き合

春の練習は３つのチームに分かれた

れていて、チーム全体で共通された守り方ができているのが強

今年のホッケー部男子も、昨年取れ

しくなる。チームも、昨年まではまんべんなくメン

ディフェンスも強い天理

れる必要がある。練習では、ディフェン

さらに経験を積んで、自分たちで考え

昨年はタイトルを取り切れなかっ
た悔しい思いをした１年だった。究極

今年は昨年の悔しさを晴らそうと

うことになった。監督やコーチにも一人一人しっかり見ても

が、お互いに補い合いながら、それ

練習も、練習のための練習ではなく、自分から考えて、全員

らえ、指摘してもらえ自分の力となった。ほかのチームも気

ぞれのチームの特徴を活かしながらやることにより、各自が

で試合を意識してやっている。その意識の強さが強さの理由。

になり、コンセプトの違いなどを見て自分たちも負けたくな

自立でき、リーダー性を持って取り組めるようになってきた。

その上で、今年は全員がディフェンスもＦＷもＭＦもできるチー

いと相乗効果があった。３つのチームに分かれて自分を見つ

個人でも自分の良い、悪いが見られた。ＦＷとしてチームの

ムを目指しているので、それができればかなり強みになる。

め直し、チームは大きく成長した。一人一人が変わったとい

勝利につながる得点という結果を出していける選手を目指し

う実感を持てた。

たい。天理に来て、ホッケーだけでなく、人間としての部分

みと言える。

個人的には、昨年はインカレを落としているので、取りたい
と思っている。

今年のチームは勝ちます。タイトルを狙っていけます。

を学ばせてもらった。
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※この記事の学年は 2016 年度のもの

全日本学生弓道大会
女子団体戦初優勝／遠的個人戦男 ･ 女優勝

全日本学生で
女子団体戦初優勝
第 64 回全日本学生弓道選手
権大会（2016 年８月９日～ 11 日・
日本武道館）の女子団体戦で、
本学弓道部女子が、初優勝を果
たした。出場 222 校のうち、予
選を通過した 24 校で決勝トーナ
メント戦を行った。本学は、２

「準備力」で、チーム力を上げる

牧野勇斗

キャプテン（体育４・龍谷大平安）

戦いを制して勝ち上がり、決勝

神島）、磯江ほのか（体育１・倉

戦では中央 大学に 10 中対８中

吉西）、遠近さやか（体育１・西

で勝利し、初優勝を果たした。

の京）、伊藤ゆり（国文学国語１
・

女子団体戦メンバーは、岩下晴

平城）の５人。

てき）は 60 メートル先の

権 大 会（2016 年 ８月 12

直径１メートルの的に矢

で負けてしまった。監督

日・首 都 大 学 東 京 特 設

を放ち、１次予選では 2

も 言 わ れてい るが、 今

弓道場）で、男子個人で

本中１本的中者が２次予

年のチームの売りは打

脇田政宏 （地域文化２・

選に進む。２次予選は２

撃なので、課題である

麗 澤 瑞 浪 ） が、 女子 個

本中２本的中者が決勝に

人で宮本佑香（国文学国

進む。決勝では１本ずつ

て、無駄な失 点を防いだら勝

語１・広島文教女子大学

矢を放ち、的を外した者

てると思っている。

附属）が優勝し、男女そ

が抜けていき、最後まで

ろっての優勝という快挙

残った者が優勝となる。

“ 投手を中心にした
守備の弱さ ”を克服し

今までは、
漠然と練習に入っ

岩下晴奈

女子団体責任者の話

新たな歴史を刻むことが
できてたいへん光栄。２回
戦の早稲田大学戦で、同中
（的中数が同数）が２回続
く長く苦しい対戦に勝利し
波に乗れた。

全日本学生遠的個人戦で、男女そろって優勝
道遠的（えんてき）選手

に出て、ここ一番での弱さ

春は“勝つ野球”で神宮を狙う

附属）、輪玉実鈴（地域文化３・

となった。※遠的（えん

運とか人間性の部分が 試合

硬式野球部から目が離せない

奈（体育３・広島文教女子大学

数が２度同数となるなど苦しい

第 47 回全日本学生弓

昨年は普段の練習の甘さから、

硬式野球部

回戦の早稲田大学戦では、的中

脇田政宏の話
試合は良い感じで弓が引けた。来年、三十三
間堂大的全国大会などの遠的の全国大会で、さ
らに優勝できるように頑張りたい。

宮本佑香の話
今、自分の課題と戦っているが、あきらめた
り、くじけたりしないで頑張りたい。リーグ戦
のメンバーに入り、一部昇格に貢献したい。

ていたが、今年は前もって課
題を考え、それを個人がノートにまとめて、それを読ん

2017阪神大学野球リーグ春季リーグ戦展望

で練習に入るなど「準備力」を大切にやっている。ミス
を未然に防ぐために、課題を細かく掘り下げて考えるこ
とで、自ら考え、行動できるチームに成長したい。キャ
プテンとしては、チーム全員が勝ちに貪欲に、執着心を
持って戦っていけるチームにしたい。

全日本学生合気道競技大会で
合気道部男子が乱取団体戦連覇！

合気道部

自分の生き方のモットーは、芯を持って生きること。
自分の人生なので、そこは人に左右されずに自分を貫く
こと。小さい頃から負けず嫌いなので、昨年は本当に

硬式野球部

藤原忠理 監督

昨

年は春、秋と、大事な１勝を取りこぼして
優勝を逃がしてしまった。勝てている試
合を最後の詰めの甘さで逆転負けしたの

が響いた。
４月に始まる阪神大学野球リー
グ春季リーグ戦では、その反省を糧に、
１勝の大事さを詰めて戦っていきたい。

悔しかった。
今年は、チームスローガンとして掲げる「懸」
（かける）
の通りに、勝負を懸けていきたい。練習のモットーとし

昨

年 11 月６日に近畿大学記念館で
開催された「第 47 回全日本学生
合気道競技大会」男子乱取団体

ている「練習は実戦、実戦は練習」を心して、いつも実

戦において、本学合気道部男子が連覇を果

戦をイメージしてチーム力を上げ、優勝を狙いたい。

たした。また、演武男子対徒手で津谷朋宏
（生涯４・堺東）・樋口諒祐（体育４・報徳

無駄な失点を無くして
優勝を目指す
学生野球は守りが中心となるが、特
に７回以降の無駄な失点を無くすこと
をテーマに練習をしてきた。私は点を
やらない守備ではなく、無駄な点をや

らにチーム力を上げるために、勝ちパ
ターンの守備のレパートリーを増やすた
めに、守備位置の入れ替えをして、け
がなどによる戦力ダウンへ備えたい。

春季リーグ戦の
カギを握る選手

るなと言っている。自分たちが何点取

春季リーグ戦の優勝のカギを握って

れるかの計算のもとで、１点をあげる

いるのは、キャプテンでもある牧野勇

代わりに、確実にアウトを重ねていく

斗（外野・体育４・龍谷大平安）。昨年

のであれば、それは無駄な失点ではな

の秋のシーズンは、４割６分８厘の断ト

い、という考え方である。３点は取れ

ツの打率で首位打者を獲得し、ベスト

る打線だとすると、３対１の試合がで

９にも選ばれる活躍をしてくれた。牧

きることになる。
昨 年もこの考え方が 浸 透していれ
ば、勝っていた試合が多いと反省して

2017年度春季リーグ戦
節
２
3
4
6
7

試合日程

下半身の力で投げるフォームに
改造し手応え

日程

回戦

試合目

4/15（土）

1

2

南

港

天理大－大産大

4/16（日）

2

1

南

港

大産大－天理大

4/23（日）

1

1

万

博

天理大－追門大

4/24（月）

2

2

万

博

追門大－天理大

4/29（土・祝）

1

2

ほっと

天理大－関外大

4/30（日）

2

1

ほっと

関外大－天理大

5/13（土）

1

1

万

博

天理大－関国大

5/14（日）

2

2

万

博

関国大－天理大

5/20（土）

1

1

南

港

南港大体大－天理大

5/21（日）

2

2

南

港

天理大－大体大

※詳しくは
阪神大学野球連盟の
ウェブページを参照

野はきっちり出塁をしてくれたが残塁

球場

南港＝南港中央野球場
万博＝万博記念公園野球場
ほっと＝ほっともっとフィールド神戸
（神戸総合運動公園野球場）

が多かった。それがチームの課題だっ
たが、春は彼が人を還すほうに回って

４・玉野光南）が故障から復帰してきた。

特色の強豪チームが揃うレベルの高い

桜木健次郎

鋒池田真悟が、
「体の切れもあり、今までで

昨 年 の 秋 は３勝 した が、

な試練を乗り越えての優勝であった。予選

一番良い試合だった」とコーチも絶賛する

自分ではフォーム的にも納得が

は、１回戦シードで、２回戦大阪芸術大学、

試合運びで完勝。
「池田に勢いのバトンをも

準決勝関西学院大学とも５- ０で完勝し波

らい、力をもらった」
（津谷）と、中堅の津

狂ったら、バラバラになるタイプ

に乗る。しかし、ここで思わぬアクシデント

谷朋宏が万全ではない中上手い試合運びで

だった。試合中でも一回ごとに

が起こる。主将でエースの津谷朋宏が男子

突きによるポイントを守って勝利し、３人目

感 覚が 変わって大 変だった。肩

乱取個人戦ブロック決勝の試合中に持病の

で優勝を勝ち取った。相手の 1 位、２位選

腰痛が悪化し、優勝候補の思わぬ敗退とな

手が出てくる前に勝負を掛ける作戦勝ちと

った。試合後は満足に歩けない状態で、団

なった。特に４年の横田宏人（臨床心理４・

以降、上半身で投げていたのを、

体決勝戦への不安がチームに広がった。し

県立浦和）の故障のため起用した１年のロ

足の使い方、股関節の使い方を

かし、津 谷は「なんとしても試合に出る」

ーリーの勝ちが大きかった。決勝の戦績は

という執念のもと治療に専念。その結果、

副将の樋口諒祐が引き分け、大将の野中将

歩くことも難しかった状態から奇跡的な動

玄（地域 文化４・大阪 商 業 大学）が負け、

きを見せて、男子乱取団体戦と演武男子対

３勝１分１敗であった。

いかなかった。上半身で投げて
いて、コントロールも少し力んで

にも負担が来ていて、疲労が激し
かった。
自分自身故障のことも考え、秋

意識して投げる下半身主導の投げ方にしようと取り組

リーグである。中でも昨年春優勝の関

んだ。それを体に覚え込ませるため、毎日反復練習を

にミーティングを重ねてきた。選手が

も技量も大きく成長した。私の経験上、

健次郎（体育２・愛甲大名電）、同じく

西国際大学、同じく秋優勝の大阪体育

した。

グラウンドでこの考えのもと、自ら考え、

こういうキャプテンのときには、良い

秋に急成長した八木玲於（地域文化２・

大学のライバルを倒して優勝を目指し

チームとしては昨年のメンバーから

打者では、１年の秋から４番を打っ

キャッチャーが変わるが、ベスト９に５

ている田中秀政（地域文化３・明徳義

人が入り、個人打撃成績ベスト 10 に５
人が入ったメンバー的にはほぼ変わら
ず、優勝を狙えるチーム力はある。さ

塾）。３シーズンとも打点ではリーグトッ
プで、勝負強さを持っている。
投手では、左のエース中川一斗（体育

守備では、内野は荻野翔太郎（体育
３・社）、権代雄太郎（体育３・安来）、
加藤聖也（体育３・金光大阪）、山田智
史（地域文化４・社）に期待したい。
阪神大学 野 球リーグはいろいろな

たい。昨年から優勝できる力はあるの

その結果、下半身の力で腕が振れるようになり、肩
への疲労も軽減され、連投も充分いける自信が出てき
た。
制球力も付き、
調子が悪いなりにまとまるようになっ
フォームに手応えを感じているので、春のリーグ戦では、

出るな」と言われる中出場し、個人戦１位、

は、今まで生きてきた中で一番うれしい瞬

目標は防御率ゼロ点台で、負けなしの５勝。優勝で神

２位を擁する強敵成城大学相手に、先鋒ダ

間で、一生忘れない。主将としてはほっと

宮へ行いきたい。

ニエルズ

したのが実感」と語ってくれた。

していきたい。

一同頑張るので、応援よろしく。

主将の津谷朋宏は、
「自分が勝ち、優勝
を決めた瞬間にブザーが鳴るが、その瞬間

た。投げる力感がないのに球も伸びる感じで、新しい

球場は大阪・南港中央野球場。野球部

徒手で優勝を勝ち取った。
特に男子乱取団体戦決勝は、
「無理して

で、春は“ 勝つ野球 ”をしっかり目指
初戦は４月 15 日
（土）大阪産業戦で、

田真由（体育３・奈良大学附属）・馬渕今
連覇を飾った男子乱取団体戦だが、大き

右のエースとして昨年秋に３勝した桜木

敦賀）が軸となる。

涯２・添上）が３位、演武女子対徒手で上
ード（日本語１・英国）が１点差の勝利。次

もらう。牧野はキャプテンとなり人間性

チームができあがると思っている。

さらに、男子乱取個人戦で池田真悟（生

日子（体育１・市岡）組が３位と健闘した。

投手（体育２・愛工大名電）

いる。今年のキャンプでは、そのため

行動する力を鍛えてきた。

学園）組が優勝を飾った。

ローリー

フレドリク

※この記事の学年は 2016 年度のもの
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の原点を見た思いがする。関わった

TEN D

のは全国大会へ向けての仕上げの段
階だったが、構成を整理して、良い

創作ダンス部

創作ダンスは超ハードスポーツ！！

所は残して変えるところは変える指
導をした。もともと素晴らしもので、

作品を創り、踊ることは
自分を表現すること

賞の予感がした。

高校までクラシックバレエ

クではなく、子どもたちが自分の体

をしていたが、体の使い方な

独

ど、差が大きくて難しかった。
やるうちに、体の使い方も変

現した踊りが評価されたからだと思

わり、ここまで変わっていく

う。今学校でダンスが必修化されて

自分の体が面白かった。それ

きているが、その目的の一つは “ 自

と、バレエは役として舞台に

己表現 ”―自分の体でどうコミュニ

第 12 回単独公演

波多野眞

（体育４・天理）

賞を取れたのは、踊りのテクニッ
を使って自己表現－自分の内面を表

※写真説明 「rigid thinking」かたまる、からむ、私の思考
・
「アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ 2016」
（2016 年 9 月 18 日、19 日 高岡市
第 19 回少人数による創作ダンスコンクール）で高岡市長賞を受賞。
・
「座・高円寺ダンスアワード」賞受賞作品

部員の思い

立 つが、 ここでは“ 波 多 野
眞 ”として舞台に立ち、自分

ケーションを取っていくかを学ぶこ

を放つのが怖かった。それも

とにある。独創性・発想力がある心

今は自分の糧になっている。

豊かな人が育つことを目指している。
そして、ダンスを通じて表現が一緒
ではないことを学び、お互いが違う
ことを認めあえる人権教育にもつな

安富茉莉加

（体育４・福岡大附若葉）

自の世界観で作品を創り続

が表現の世界を探求することは、と

け、各コンクールでも成果

き に は 激 し く ぶ つ か り 合 い な が ら、

を挙げている天理大学創作

あるときは壁にぶつかりながら、お

世界だが、お互い思っているものは

ダンス部。１月 22 日（日）には第 12

互いを理解し、思いを共有し、認め

言葉でしか分かり合えない。身体表

せたら面白いかなど、自分が

回単独公演「Rivitalize －目醒める

合う中で、真摯（しんし）に作品と

現で自己を表現するためには、言葉

作品で表現したいことを言葉

カラダ－」を開催している。創作ダ

向き合い、挑んでいくことの繰り返

の力を持った上に、さらにどう思い

で伝える難しさを痛感した。

ンスにかける思いを塚本順子部長（体

しである。その中で、言葉と体でコ

を共有していくか。しんどいが、面

育学部教授）と部員に聞いた。

ミュニケーションをとる術を学んで

白い創作活動である。

がると思う。
創作ダンスは、本来は言葉のない

初 めて 作 った 作 品「rigid
thinking」が賞を受賞したが、
作成に当たっては、まったく
違う３人の体をどう使い、見

※この記事の学年は 2016 年度のもの

くれている。

言葉と体でコミュニケーション
をとる術を学ぶ

小学生のダンスコンクール
からダンスの教育的意味を
再認識

天理大学の創作ダンス部は、既成
のダンスの枠組みにとらわれない「コ

昨 年、 天 理 小 学 校 の ３ 年 １ 組 が、

ンテンポラリー・ダンス」をしている。

第４回「小・中学校リズムダンスふ

創部以来変わらないテーマは “ クリ

れ あ い コ ン ク ー ル 」（ 主 催 ＝ 同 コ ン

エイトする ” ということ、自分たち

ク ー ル 実 行 委 員 会、 後 援 ＝ 内 閣 府、

なりの “ オリジナル ” を目指して

文部科学省）の全国大会に初出場し、

いくことにある。

小学生「規定曲部門」で「文部科学

部員たちは、何を創りたいのかの

大臣賞」（１位相当）を受賞した。

ところで、自分の価値観に向き合い、
追求していくことになる。それぞれ

このコンクール出場に当たって少
し指導で関わったが、そこにダンス

塚本教授の研究室で自分の好きなポーズをとる部員たち

第 12 回単独公演

I

雅楽部

A

T EN D

本

学雅楽部は、２月 24 日、
天理市民会館やまのべ

第47回天理公演を2年ぶりに開催
公演後の観客の感想

渡辺優顧問の話

ホ ー ル で「 第 47 回 天

●初めてじっくりと雅楽の

年 間 30 件 か ら 40 件 の

理公演」が開催した。昨年は部

公演を見たが、すごく引き

依頼演奏をこな す 雅 楽 部

員不足などにより開催が見送ら

込まれ心打たれた。同じ学

だ が、 天 理 公 演 は、 自 ら

れ、２年ぶりの復活公演には 250

生としてすごいなと思う。

が主体となって 運 営 す る

人 を 超 え る 観 衆 が 詰 め 掛 け た。

●素晴らしい演奏で、落ち

「自主公演」であるという

公演は、第１部の管弦（右写真）

着く音色が心地良かった。

点で、特別な意味を持つ。

では、
「鶏應楽（けいおうらく）」、

●２年ぶりの演奏会です

２年ぶりということで、部

「陪臚（ばいろ）」を、第２部の

が、その分、今年は大きな

員たちにはプレ ッ シ ャ ー

謡物（うたもの）では、
「松根（しょ

ことを成し遂げたと感じ

からくる緊張もあったが、

うこん）」を、第３部では舞楽と

た。最後の舞も余韻を残し

最 後 は「 演 奏 す る 者 こ そ

して、
「青海波（せいがいは）」
（左

て引き込まれた。同じ天理

楽しい」という 雅 楽 の 喜

写真）、「納曽利（なそり）」を演

大学生として誇りに思う。

びを満喫してい た 様 子 で

じた。部員たちは、渾身の演奏
と舞を披露し、盛況のうちに終
幕した。

あった。

