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2016年シーズンを終えて

監督　山　神　孝　志（Ｈ２年卒）

　2016年シーズンは、11年ぶりに大学選手権準決勝に進出しましたが、「涙も出

ない。」とインタビューに答えた松井の言葉通り、東海大学のパワーに屈し幕を

閉じました。関西大学Ａリーグにおいても天理大学にトップの座を明け渡す悔し

い結果となりましたが、それでもまた一つ目標に近づけた山田主将を中心とする４年生の頑張りは恥じ

ることはなく、胸を張ってそれぞれの新たな歩みにつなげてもらいたいと思います。

　春シーズンは関西大学トーナメントという新たな試みが始まり、定期戦や招待試合の多い同志社にとっ

ては、多くの学生が普段経験できない試合に出場するチャンスが広がるプラス面がある一方、Ｕ20日本

代表やJrJAPAN、７人制オリンピックチームに多くの人数を出さなければならないチームとしては、

けが人の治療・リハビリ期間とも重なり、結果へのこだわりと、新戦力の育成を進める上でやり繰りの

難しいシーズンとなりました。

　そのような中で、最初の公式戦である関西セブンズに優勝し、JAPANセブンズでは準決勝で帝京大

学をサドンデスで決着するまで追い詰めました。最後まで落ち着いてプレーをする帝京大学から、連続

して大学日本一になっているチームの持つ勝つ文化との差を体感できたのは収穫の一つで、大東文化大

学が優勝したことで、打倒帝京を予感させる大会でした。

　また大学選手権において早慶明に同志社、天理、京産が揃って勝利することは、史上初めてのことで

関西リーグの力が上がり、各校のチーム力に差が無くなってきたことの証左でもあり、「打倒関東」か

ら「打倒帝京、東海」に明確に倒す目標が設定できるところまで来たということが、2016年シーズンで

あったと思います。

　本年大きく変わったことは、コーチ陣の充実です。平日は大西コーチを中心に、萩井・太田・飛野コー

チが練習を支えてくれました。大学職員である酒井・廣田コーチも、可能な限りＢスコッドの練習を支

え、休日中心の伊藤・堂守・仙波コーチとも練習映像の共有により平日情報を伝え、それを休日に具現

化するという体制で、各コーチは平日・休日にぞれぞれの時間をやり繰りして、協力してくれました。

これまで以上に行き届いた指導が実現したのは平日のコーチ増加と献身的な協力のお陰です。練習内容・

時間・強度とも大きく向上しましたので、フルタイムコーチを増やしていくということはチーム強化に

欠くことのできないことだと思います。

　このシーズンでの特別な出来事としては、10月に平尾さんがお亡くなりになったことでした。度々チー

ム作りなどのアドバイスを頂いていましたので、私自身非常に残念な思いです。天理戦に負けた後、選

手権を迎える上で何を学生に伝えるかを考えた際、平尾さんの残した言葉を伝えました。

　「思考を深く知的に走らせる。」「同志社にしかないラグビーをしてもらいたい。」「監督以上にチーム

のことを自分のチームとして考える。」という言葉は学生たちの中に響いたと思います。他大学との環

境の違いを受け止め、何をなすべきかを知的に悩み考える。まさに自由とは考えることにあるのだと再

認識し、同志社の持つ歴史を学生それぞれが感じ、覚悟を持って大学選手権に臨むことができました。
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　大学選手権に入り、チームの力が結実してきたのは、学生たちの気づきと多くの方々にこれまで以上

に応援・支援して頂いたことが力になったと感じています。やはり正月を越えてラグビーをすることは、

特別な事であり、このレベルを最低限繰り返すことが王座奪還につながるものだと学生たちも感じ、野

中主将の率いる新四年生に確実に受け継がれ、また新たなステージへと歩みは進みました。

　最後になりますが、コーチとして２年間監督として４年間チームに係ることができましたことお礼申

し上げます。山田主将を中心にこの四年間で最も厳しい練習に取り組み、鍛えることができたのもOB会・

保護者・ファンクラブの皆様のご支援と、コーチ陣の献身的な指導に有ります。仕事を持ったOBがコー

チを担う以上、人が変わっても受け継がれるものが必要で、継承の中で組織やチームの発展を考える必

要が有ります。そういう意味からも現コーチから萩井新監督が選ばれたことは意味が大きく、必ずや新

しい同志社が生れるものと確信しております。

　2016年シーズンへのご支援・ご声援に改めてお礼を申し上げるとともに、新チームに対し引き続きご

支援をよろしくお願い申し上げます。

2016シーズンを振り返って

FWコーチ　堂　守　剛　史（Ｈ13年卒）

　まず、はじめに山田キャプテンをはじめ４回生のみんな、４年間、本当にお疲

れ様でした。最後の１年は新しいコーチ陣がチームに加わり充実した体制の下、

特にFWは、かなりタフな１年だったと思いますが、４回生を中心に本当にみん

なが「BREAK」というチームスローガンの下、ひとつにまとまり、ハードワークに取り組んでくれた

事に感謝します。みんなのハードワークの結果が、11年ぶりの大学選手権の準決勝進出に繋がったのだ

と思います。今年のチームは、苦しみながらも関西リーグ、大学選手権を通じて成長をし続けていたチー

ムだと感じていただけに、このチームを大学選手権準決勝で終わらせてしまった事が残念であると共に

非常に申し訳ない気持ちを感じています。しかし、11年間進出する事すら出来ていなかった大学選手権

準決勝に駒を進めた事は、今年の４回生が残してくれた貴重な財産だと思います。さらに上のステージ

を目指すためには、準決勝の進出を継続し、あの位置に同志社がいる事が当たり前になる事が必要だと

思います。そのためにも３回生以下のみんなは、今年の４回生が、あれだけのハードワークを積んでも

準決勝までしか進む事が出来なかった事実をしっかりと受け止めて、１日１日を大切に過ごして欲しい

と思います。

　最後に2016年度のシーズンの活動において、多大なるご声援、ご支援いただきましたOB会の皆様、ファ

ンクラブの皆様、そしてご父兄の皆様、本当にありがとうございました。この場をお借りして厚く御礼

申し上げます。
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2016シーズンを振り返って

BKコーチ　飛　野　　　達（Ｈ19年卒）

　平素は多数の皆様から多大なるご声援・ご支援を賜わりまして、心より御礼申

し上げます。

　2016年度シーズンは、山田主将のもと、学生たちにもハードワークする文化が

根付きはじめ、その結果が11年ぶりの大学選手権ベスト４という結果につながったと感じています。夏

合宿は朝５：30からの３部練習を行い、連日のトレーニングで疲労した状態でも、あえて厳しいメニュー

を課し、ハードにトレーニングを繰り返してきました。

　今年の４回生は非常に真面目で、自らの能力に胡坐をかくことなく、よく自主練習をしていました。

学生たちのひたむきな努力が、11年ぶりの正月越えに繋がったのだと感じています。また、これまで出

場機会に恵まれなかった４回生が、泥臭い練習と努力を重ね、Ａチームの選手として紺グレを着てスタ

ジアムで躍動している姿を後輩達に残してくれたことも、今年の４回生の大きな功績だと感じています。

　関西リーグでの連覇は成りませんでしたが、最終戦の天理戦で敗れた後、山田主将を中心に、４回生、

学生コーチ、テクニカルスタッフが一つとなり、大学選手権を勝ち進んでいった学生達の姿が、非常に

心強かったことを感じています。

　特に大学選手権準々決勝の早稲田戦では、劣勢と評されていたスクラムで互角に戦い、才能あふれる

BKが、これまでの練習どおりにボールを大きく動かしてトライを量産し、ベスト４を勝ち取った試合

では、ハードワークに裏打ちされた技術を、選手たちが体現してくれたことを非常に嬉しく思いました。

　しかし、迎えた大学選手権準決勝では東海大学の前に、圧倒的なフィジカルの差や、１年間打倒帝京

だけを見据えて取り組んできた東海大学と現実的な力量の差を見せつけられました。それでも打倒関東

から打倒２強へ向けて、ハードワークする文化を醸成してくれた2016年度シーズンは非常に価値のある

シーズンだったと思います。

　同志社大学ラグビー部の目標はあくまでも日本一です。既に新４回生を中心に新シーズンへ向けて練

習をスタートしていますが、2016年度シーズンの４回生が残してくれた、ハードワークすることの大切

さを忘れることなく、今年以上のハードワークで取り組んでいってもらいたいと思います。

　最後に、四回生のみんな、お疲れ様でした。

　トップレベルでラグビーを続けるみんなは、これからも同志社のプライドを忘れずに頑張ってくださ

い。応援しています。社会人として戦っていくみんなは、理不尽なことだらけだと思いますが、乗り越

える力はついているでしょう。何が起きてもすぐにリロードしてください。きっと大丈夫でしょう。

　最後になりますが、今シーズンご支援いただきましたOBの皆様、ファンクラブの皆様、ご父兄の皆様、

本当にありがとうございました。これからも引き続きご支援のほど宜しくお願い致します。



５．2016シーズンを振り返って

43DOSHISHA RUGBY CLUB NEWS

今シーズンを振り返って

前主将　山　田　有　樹（４回生・常翔学園）

　この４年間を振り返ってみるとあっという間にすぎていきました。１回生の頃

から試合には出させてもらっていましたが、ただ単にみんなについていくだけで

精一杯でした。学年を重ねるにつれて、チームの代表としての自覚と責任がより

一層強くなり、自分がこのチームを勝利に導き、引っ張っていくという気持ちが溢れてきました。その

中でも特に充実し、成長できたのが、最終学年の４回生で主将を務めさせてもらった１年間でした。関

西リーグでは、あまり満足のいく試合ができず、天理大学にも負けてしまい、まとまりがなく不安でし

た。しかし、大学選手権から本当の意味でチームはまとまってきたなと感じました。試合に出ている選

手のために一人一人が自分の仕事を一生懸命してくれました。それが本当に嬉しく、不安から自信に変

わっていきました。結果としては東海大学に負けてベスト４に終わってしまいました。しかし、このチー

ムに携わってくれたみんながいたから、私自身とても充実した日々を過ごせました。後輩達はこの悔し

さを忘れず、人任せにせず、チームを自分のことと考え、一日一日を大切に取り組んで欲しいと思いま

す。

今シーズンを振り返って

前副将　秦　　　啓　祐（４回生・小倉）

　１月２日、東海大学との試合に敗れ、シーズンが終わりました。時間が経ち、

今思うことは、副キャプテンとしてこの一年間何をやり遂げたのだろうかという

ことです。シーズンが始まる前、副キャプテンをやらせて頂くことが決まった時、

山田キャプテンとは違った目線からチームを見て、引っ張って行きたいという目標を立てました。今振

り返ってみて、その目標を達成できたかというと、正直なところチームを引っ張るどころか、チームに

迷惑ばかりかけてしまっていたと思います。非常に不甲斐なかったです。私個人の目標は達成できませ

んでしたが、チームとして掲げていたスローガンのBREAKは実現できたと思います。今シーズンは間

違いなく今までの四年間で一番タフなシーズンでした。そのタフな練習をチーム一丸となり乗り越え、

お互いを高め合い、競い合いながら戦うことができたと胸を張って言えます。去年の練習量、練習強度、

練習内容をBREAKすることが出来た結果、ベスト４という成績に繋がったのだと思います。心の底か

ら同志社でラグビーをすることができて良かったと思います。同志社でしかできなかった経験を活かし

て、社会で活躍できる人間を目指していきたいと思います。この４年間私達を支えてくださった皆様に

感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうごいました。



５．2016シーズンを振り返って

44 DOSHISHA RUGBY CLUB NEWS

今シーズンを振り返って

前副将　松　井　千　士（４回生・常翔学園）

　一年間を振り返って、山田が主将、私と秦が副将となり１月から新チームが始

まりました。

　春先から夏までセブンズの活動があり中々チームといる時間が少なかったこと

を覚えています。みんなの練習映像を見たり、試合結果を聞いて、私も頑張らなければいけないと鼓舞

されました。色々な人達からリオ五輪メンバーに入ることを応援してもらっていたのにメンバーから漏

れてしまい、とても悔しく、そしてなにより申し訳ない気持ちでいっぱいでした。中々前を向いて、も

う一度ラグビーを頑張ろうと思えない時期もありました。しかし、もう一度頑張ろうと思えたのは、み

んなが日本一を目指して死に物狂いに頑張っていたからです。最終的に、目標であった日本一には届か

ずベスト４で終わってしまいましたが、11年ぶりにベスト４の壁を越えたことは、後輩達が日本一にな

る為の道標になったと思います。同志社ラグビーを今年一年間応援してくださったファンの方々には本

当に感謝しています。来シーズンも引き続き同志社ラグビーの応援をよろしくお願いします。絶対に日

本一になってくれるので。

今シーズンを振り返って

前BKリーダー　大　越　元　気（４回生・茗渓学園）

　こんにちは。今年度バックスリーダーを務めさせていただきました大越元気で

す。

　2016年シーズンを振り返ると、チームも私もとても成長できた１年であったと

思います。しかし、関西リーグで優勝できなかったことや、１月２日東海大学に大敗してしまったこと

など、本当に悔いが残ることもありました。

　あの時、自分がこうしておけば良かったと思い返す場面はいくつもあります。私がもっともっと上手

なスクラムハーフになっていれば、チームをさらに上まで導くことができたかもしれません。そうなれ

なったことが自分に対する甘さだと感じています。チームのみんなには申し訳なく思っています。自分

にさらに厳しくそれを１年間やり切ることが出来ていれば、更に成長することができたと感じています。

この思いは社会人でのラグビー人生に繋げて行きたいと思います。ですが、私は関東から関西の同志社

大学を選んで本当に良かったと思っています。間違いではなかったと思っています。最高の同期に出会

えましたし、良い先輩や後輩にも巡り会うことができました。この仲間と４年間、同志社でラグビーを

したことは私にとって一生の財産です。目の前にある試合を一戦一戦大切にし、同志社で紺グレを着て

試合をしたことは本当に幸せでした。このように幸せな時間を過ごす事ができたのも、チームや私が成

長できたのも、山神監督はじめ、多くのコーチ陣の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

この同志社での４年間を忘れず、また次のステージでチャレンジしていきたいと思います。これからも

応援宜しくお願い致します。
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今シーズンを振り返って

前BKリーダー　永　富　健太郎（４回生・修猷館）

　今年のシーズンを振り返ると、この４年間で１番きつい練習をしました。春シー

ズンはなかなか結果が出ずに関東のチームにあと少しのところで負けてしまうこ

とが多かったです。それは簡単なミスであったりコンタクトの部分で引いてしまっ

たりしていたからだと思います。それらの課題を克服するために夏合宿では徹底的に体をぶつけ合いま

した。今考えると、よくあんな練習をやったなと思います。しかし今年はそれらの練習での積み重ねが

試合にそのまま出たと思います。関西リーグで拮抗した試合をものにできたのも、厳しい練習を重ねて

きた自信があったからだと思います。僕らの目標であった日本一に届かなかったことはとても悔しいで

す。後輩達には今年以上に練習をして日本一の景色を見て欲しいなと思います。最後に監督始めコーチ

ングスタッフの方々、OBの皆様、ファンクラブの皆様四年間ありがとうございました。

今シーズンを振り返って

前主務　伊　藤　豪　志（４回生・大分舞鶴）

　2016年度主務を務めさせて頂きました伊藤です。皆様には、2016年シーズン特

にラグビーに集中できる環境を整えて頂きました。春先から全国各地への遠征、

夏合宿での差し入れ、シーズンを通しての寮での鍋会の開催など、沢山のご支援

ありがとうございました。今シーズンは、新しく就任されたコーチ陣の厳しい指導のもと、「日本一」

を目指し日々練習に取り組んできました。これまでの４年間で一番辛い練習を行ってきた自信がありま

すが、全国の壁は厚く目標を達成することは出来ませんでした。しかしながら、11年ぶりにベスト４に

入れたことは大きな一歩ではないかと思います。大学選手権ベスト４をかけた早稲田戦では、応援席で

のメガホンが禁止されましたが、いつもと変わらない選手達の応援がありました。私はそこに山田組の

チームとしての団結力を見た気がしました。また、全国どの会場の試合でもOB会、ファンクラブを始

め沢山の方にお越し頂き、常にホームの気持ちで試合に臨むことができました。改めてお礼申し上げま

す。最後に、今シーズン厳しい練習、沢山の準備をしても「日本一」に届かなかったことを忘れず、後

輩達に意思を継いでもらいたいと思います。これからも同志社ラグビー部に変わらぬご指導、ご鞭撻の

程よろしく申し上げます。
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今シーズンを振り返って

前寮長　﨑　口　銀二朗（４回生・大阪桐蔭）

　いつも同志社大学ラグビー部を応援して頂きありがとうございます。４回生の

﨑口銀二朗です。一年間寮長を務めてきて、特にこれといったことはしていない

のですが、みんなが楽しく寮生活を送ることが出来たので良かったと思います。

後輩達にはこれからしっかりと周りに気を配りながら楽しく過ごしやすい寮生活を送ってほしいと思い

ます。ラグビー面では、１年間日本一を目標に取り組んできました。結果としては関西リーグ２位、大

学選手権ベスト４と残念な結果になってしまったのですが、４年間で１番充実した１年になりました。

練習は去年までに比べると本当にしんどかったですが、ラグビーをしている毎日が本当に楽しかったで

す。テレビの中で見ていた素晴らしいOBの方々にコーチとして指導して頂けたこと、ラグビーを見る

時間が増えたこと、それ以上に自分の中で練習に対する取り組み方が変わったことで、今年一年間で本

当に成長できたと思います。４年間を振り返ると本当に同志社大学でラグビーが出来て良かったです。

後輩達には帝京大学、東海大学に追いつき追い越せるようにこれからも頑張っていってほしいと思いま

す。これからも同志社大学ラグビー部の応援宜しくお願いします。４年間ありがとうございました。
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前マネージャー　牧　野　　　匠（４回生・同志社香里）

　いつも大変お世話になっております。マネージャーを務めさせて頂きました、

４回生の牧野匠です。振り返ってみると、あっという間の４年間でした。勝って

全員で喜びを分かち合った試合もあれば、選手達が悔しさを抑えきれず涙した試

合も数多く見てきました。その悔しさを胸に、選手、スタッフ、コーチ陣、OB会、ファンクラブ、学

校関係者、全ての皆様全員が一体となって同じ方向を向いて歩んだことが、秋の関西リーグ、そして冬

の大学選手権ベスト４に結びついたのではないかと思います。私達は卒業しますが、後輩達は関西リー

グ優勝、日本一を必ず達成してくれると信じております。山田主将を中心に作り上げてきたこのチーム。

後輩達に愛されながら引退する同期を、そして頼もしい後輩達を心の底から誇りに思います。最後にこ

のチームにマネージャーとして関われたことが自分にとってかけがえのない財産です。本当にありがと

うございました。
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前マネージャー　佐　藤　圭菜子（４回生・静岡英和女学院）

　皆様、日頃より同志社大学ラグビー部の活動にご支援とご声援を頂き、誠にあ

りがとうございます。日頃より指導にあたってくださったコーチの皆様、多大な

るご支援を頂いているOB会の皆様、様々な形で同志社ラグビーを応援してくださっ

たファンの皆様、そして保護者の皆様の支えが大きな力になりました。この場をお借りし、感謝と御礼

を申し上げます。４年間、ありがとうございました。2016年シーズンは、山田キャプテンのもと、大学

日本一という目標を達成するため、部員全員一丸となり、日々の練習に取り組んで参りました。結果と

しては、全国大学ラグビーフットボール選手権大会準決勝において、東海大学に敗れベスト４となり、

大学日本一という目標を達成することが出来ませんでしたが、どの試合も、ラグビーをしたことのない

私を夢中にさせてくれた素晴らしい試合だったなと感じます。これこそが同志社の、やって楽しい、観

て楽しいラグビーなのだと４年間何度も感じました。応援してくださった皆様にも同志社ラグビーは観

て楽しいラグビーだと思って頂けたならば幸いです。大学日本一への道は険しく厳しいものでしたが、

私達４年生の想いは後輩へと託し、2017年度こそは悲願の大学日本一という目標を達成できると信じて

います。生まれ変わっても同志社に入学してまたこの仲間のラグビーを１番近くで応援したい、一緒に

仕事がしたいと思います。こんな気持ちにさせてくれた、周りの皆様全員に感謝します。今後とも、同

志社大学ラグビー部に変わらぬご支援とご声援の程、宜しくお願い致します。４年間ありがとうござい

ました。

４年間を振り返って

前トレーナー　田　中　夏　樹（４回生・同志社）

　私の四年間の学生生活は、今まで自分がどれだけ多くの人に支えられてきたか

という事を強く実感することが出来た学生生活でした。私は、体育会ラグビー部

に入り二年間選手として一軍を目指し練習していましたが、大学二年の冬、ラグ

ビー部が掲げる「大学日本一」という目標に、より貢献するために選手をやめトレーナーに転向しまし

た。当たり前のように卒業までラグビーを続けるものだと思っていたので、その決断をしたときは正直

悔しく、自分からラグビーを取ったら何も残らないのではないかと不安になりました。実際、トレーナー

になって最初の頃は選手時代より楽しくはなく、練習や試合を見るだけで辛い日々でした。そんな日々

の中、ラグビーから離れたことで、今まで無意識の内に「様々な環境」や「仲間」にずっと支えられて

いたという事に気づきました。どんなに辛い時でも、周りの仲間や家族の支えを感じるだけで頑張る事

が出来ました。トレーナーとして、至らぬ点も多々あったと思いますが、本当にたくさんの方々の支え

で成長することが出来ました。同志社ラグビーを通して得た経験は私にとって、人生の財産でありかけ

がえのない宝物です。このように感じる事が出来たのは、四年間の同志社ラグビーを通して出会えた最

高の仲間のお陰だと思います。四年間本当にありがとうございました。最高に幸せな四年間でした。
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前テクニカル　沖　島　悠　斗（４回生・北稜）

　2016年度、テクニカルチーフを務めさせて頂きました４回生の沖島悠斗です。

同志社大学ラグビー部に多大なるご支援と温かいご声援を頂きまして本当にあり

がとうございました。私は、このチームにテクニカルとして携わり、改めてチーム

としての成長に喜びを感じています。その結果、11年振りの大学選手権ベスト４を達成できたと思ってい

ます。私事ですが、４年間を振り返り、充実した期間でもあり、悩み、成長できた期間でもありました。選手

ではない立場にも関わらず、戦術に大きく関わる分析業務は責任が重い役割でした。しかし、グラウンド

で厳しい練習をする選手達、選手と共に戦う山神監督を始めコーチの方々の姿を見ると、自分もチームの

ためにテクニカルチームにしかできないことで戦おうと考えるようになりました。特に、最後の一年は

思い入れの残るシーンばかりでした。山神監督や選手達から、助言をたくさん受け、しっかりとした準備

ができたと感じています。選手や指導陣と密にコミュニケーションが取れたおかげで、自分達の方向性

が明確になり、少しばかりですがチームに貢献できたのではないかと思います。大学選手権、早稲田戦と

のベスト４をかけての一戦。私達が集めたデータを元にＢチームが仮想早稲田を体現して挑んだ試合で

もありました。そして、後半から相手の追い上げに耐え、勝利を収めた試合は私達テクニカルチームにとっ

て喜びを感じた瞬間でした。最後になりましたが、最高のチームで４年間を過ごせたことは一生の財産

です。同志社大学ラグビー部で学んだことを生かして次のステージでも頑張っていきたいと思います。

４年間を振り返って

前学生コーチ　林　　　昂　慶（４回生・富山第一）

　同志社の10番のジャージを着て活躍する。そんな目標を持って入部しました。

高校時代の先輩が同志社で活躍する姿を見てこの大学に行きたいという思いを抱

いたからです。しかし、現実は挫折の連続でした。試合のない週が続き、Ａチー

ムとはとてつもなく遠い位置にいました。試合に出てもＤチームという状態で２回生のシーズンを終え

ました。一つでも上のチームに上がりたい。Ａチームまで行きたい。そういう目標は持ち続けてはいま

したが、このままではチームに全く貢献していないのではないかという葛藤がありました。僕はただ所

属しているだけとか言葉だけ立派で実際に行動しない、そんな人間が一番嫌いでした。自分がそんな人

間になりたくない、変わらなければと覚悟して学生コーチになることを決めました。二年間学生コーチ

をやりましたが、やはり簡単な仕事ではありませんでした。そんな時、DRCハウスの仲間を始め、沢

山の部員の仲間に支えられて進んでくることが出来ました。グラウンドには立っていませんが、気持ち

はいつも15人と戦って来たことが４年間の僕の宝物です。ここまでは挫折ばかり書きましたが、本当は

楽しい４年間でした。大学に入って挫折することも僕の一番の財産になっています。今までの人生は全

部自分で決断して、やってきたので後悔はありません。関わってきた人にも本当に恵まれ、成長するこ

とができました。本当にありがとうございます。同志社に来て本当に良かったです。
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