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NO 区分 卒業学科 会員数

1 クラブ・サークル系 会長 石田　祐寛 社会学科 450名

2 クラブ・サークル系 会長 水野　辨雄 浄土学 220名

3 クラブ・サークル系 会長 新井　信哉  史学科 300名

4 クラブ・サークル系 赤平　和順 史学科 1000名

5 クラブ・サークル系 霜村　叡真 仏教学専攻 天台 250名

6 クラブ・サークル系 木村　誠  社会学科 11名

7 クラブ・サークル系 会長 檜原　広大 カウンセリング研究所 21名

8 クラブ・サークル系 会長 西郊　良光  仏教学専攻 天台 18名

9 クラブ・サークル系 会長 日野　崇雄 仏教学専攻 浄土学 153名

10 クラブ・サークル系 会長 小沢　宏行 社会福祉学科 14名

11 学寮系 会長 北林　照隆 仏教学専攻 真言 15名

12 学寮系 会長 北林　照隆 仏教学専攻 真言 13名

13 学寮系 会長 布施　浄明 仏教学専攻 真言学 33名

14 学寮系 会長 上村　正斎 真言学（智山） 21名

15 学寮系 会長 田中　孝佳  真⾔学（智⼭） 10名

16 学寮系 会長 遠藤　麟雄 浄土学 115名

17 学寮系 会長 清水　滋孝 仏教学科 32名

18 学寮系 会長 山口　義雄  真⾔学（智⼭） 21名

19 学内・学会系 会長 石川　到覚 カウンセリング研究所 3500名

20 学内・学会系 会長 長島　尚道 仏教学専攻　梵文 35名

21 学内・学会系 会長 清水　隆善 カウンセリング研究所 10名

22 学内・学会系 会長 川田　聡子 史学科 11名

氏名

1997年ハワイ⼤学鴨台会

大正大学社会福祉学会

時宗鴨台会

大正大学臨床心理学交流会

◆ 鴨台倶楽部申請団体一覧表(2018年度）

団体名

大正大学鴨台卓球会

鴨空会

大正大学音楽部同窓会

大正大学書道研究会旺美会

大正大学茶道部鴨台会

バレーボール同好会ＯＢ会（第1期）

大正大学硬式テニス同好会ＯＢ会

大正大学カバディ部ＯＢ会

大正大学柔道部誠和会

明照学舎友の会

大正大学道心寮20期生浄土宗同期会

昭和56年入学道心寮同期会

鴨台氣友会（大正大学合氣道同好会）

道心寮鴨台会智山派連絡協議会

道心寮真言宗智山派第一期生の会

大正大学智山六二会

大正大学道心寮第15期生真言学（智山）の会

大正大学智山五九会



2

NO 区分 卒業学科 会員数氏名団体名

23 学内・学会系 会長 石川　到覚 カウンセリング研究所 160名

24 学内・学会系 会長 東田　雄一郎 人間福祉学科 80名

25 学内・学会系 会長 奥　隆博  ⽂学科 42名

26 学内・学会系 会長 青木　雄 人間科学科 20名

27 有志系 会長 髙橋　行憲 哲学科 14名

28 有志系 会長 陶山　義憲 仏教学科 14名

29 有志系 会長 遠藤　顕道 浄土学 53名

30 有志系 会長 秋吉　文隆 天台学 35名

31 有志系 会長 棚谷　見  臨床⼼理学科 25名

32 有志系 会長 大場　朗 国文学専攻 国文 12名

33 有志系 会長 藤原　勲 55名

34 有志系 会長 坂本　正仁 仏教学専攻 仏史 10名

35 職域系 会長 赤平　和順 史学科 23名

36 職域系 会長 髙橋　行憲 哲学科 14名

37 職域系 会長 忍足　尚政 人間福祉学科 11名

38 職域系 会長 吉田　みどり 社会学科 300名

39 学科・専攻 佐々木　良成 仏教学科 139名

40 学科・専攻 猪瀬　純一  ⼈間福祉学科 130名

41 学科・専攻 吉野　亜希 人間福祉学科 118名

42 学科・専攻 林　恵理  ⼈間科学科 112名

43 学科・専攻 門馬　広大 人間科学科 74名

44 学科・専攻 及川　祐輝 歴史文化学科 164名

45 学科・専攻 鈴木　佑司 表現文化学科 164名

入試学生スタッフ

山形鴨台倶楽部

事務職員OB会鴨台倶楽部

平成23年度社福鴨台会

平成23年度臨床心理鴨台会

平成23年度人間科学鴨台会

平成23年度教育鴨台会

平成23年度歴文鴨台会

平成23年度表文鴨台会

大正学派社会福祉研究会

社福95

85期英語英⽂学同窓会

大正大学NCC鴨台倶楽部

彩の国鴨台会

教職員栃木県人会鴨台倶楽部

教職鴨台会

医療福祉鴨台会

大正大学ホテル鴨台会

金融系鴨台会

平成23年度仏教学科鴨台会

大正大学鴨台倶楽部『守成会』

三八会

天台鎮西鴨台倶楽部
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NO 区分 卒業学科 会員数氏名団体名

46 学科・専攻 鈴木　貴司 仏教学科  145名

47 学科・専攻 竹之内　賢 アーバン福祉学科  77名

48 学科・専攻 進士　知子 アーバン福祉学科 61名

49 学科・専攻 日吉　健樹  臨床⼼理学科 105名

50 学科・専攻 名取　理恵 人間科学科 112名

51 学科・専攻 岡谷　健太郎 人間科学科 90名

52 学科・専攻 佐藤　樹　 歴史文化学科 164名

53 学科・専攻 北原　悠子  表現⽂化学科 154名

54 学科・専攻 腰塚　真也  仏教学科 120名

55 学科・専攻 角田　駿 アーバン福祉学科 83名

56 学科・専攻 高松　志帆  アーバン福祉学科 54名

57 学科・専攻 林　嵩広  臨床⼼理学科  91名

58 学科・専攻 矢尾　渉 人間科学科 110名

59 学科・専攻 谷口　周平 人間科学科 67名

60 学科・専攻 竹中　友基 人文学科 101名

61 学科・専攻 深水　雄宇 歴史学科 150名

62 学科・専攻 八木　公也 表現文化学科 160名

63 学科・専攻 藤﨑　尊道  仏教学科 135名

64 学科・専攻 菅原　和臣  アーバン福祉学科 87名

65 学科・専攻 多田　憲一郎 人間環境学科 69名

66 学科・専攻 山﨑　大翼  臨床⼼理学科 92名

67 学科・専攻 髙𣘺　光太郎 人間科学科 122名

68 学科・専攻 冨成　直宏 教育人間学科 84名

平成25年度人間科学科鴨台会

平成25年度教育鴨台会

平成25年度人文鴨台会

平成25年度歴史鴨台会

平成25年度表文鴨台会

平成26年度仏教学科鴨台会

平成26年度ソーシャルワークコース

平成26年度人間環境学科鴨台会

平成26年度臨床心理学科鴨台会

平成26年度人間科学科鴨台会

平成26年度教育人間学科鴨台会

平成24年度歴文鴨台会

平成24年度表文鴨台会

平成25年度仏教学科鴨台会

平成25年度ＳＷ（ソーシャルワーク）会

平成25年度環境・のびこ鴨台会

平成25年度臨床心理学科鴨台会

平成24年度鴨台仏心会

平成24年度ソーシャルワーク鴨台会

平成24年度のびこ・まち環鴨台会

平成24年度臨床心理学科鴨台会

平成24年度人間科学科鴨台会

平成24年度教育鴨台会
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NO 区分 卒業学科 会員数氏名団体名

69 学科・専攻 飯塚　竜平  ⼈⽂学科 123名

70 学科・専攻 三宅　拓真  歴史学科 156名

71 学科・専攻 岡村　菜津美 表現文化学科 152名

72 学科・専攻 中峰　照希 仏教学科 135名

73 学科・専攻 小林　俊暁 アーバン福祉学科 71名

74 学科・専攻 松田　健太郎 人間環境学科 57名

75 学科・専攻 青砥　沙織  臨床⼼理学科 112名

76 学科・専攻 池田　沙織 人間科学科 126名

77 学科・専攻 添野　裕太  教育⼈間学科  67名

78 学科・専攻 甲斐　瞳 人文学科 105名

79 学科・専攻 伊東　夢実  歴史学科 174名

80 学科・専攻 松丸　達哉 表現文化学科 218名

81 学科・専攻 会長 三品　飛鳥 人間科学科 8名

82 学科・専攻 福寿　賢弘 仏教学科 112名

83 学科・専攻 中澤　翼 社会福祉学科 87名

84 学科・専攻 河村　彩菜 人間環境学科 58名

85 学科・専攻 島村　拓未 臨床心理学科 102名

86 学科・専攻 小池　尚徳 人間科学科 107名

87 学科・専攻 渡辺　太輝 教育人間学科 63名

88 学科・専攻 市村　佐和子 人文学科 154名

89 学科・専攻 河西　恭兵  歴史学科 168名

90 学科・専攻 松永　文音 表現文化学科 217名

91 学科・専攻 袖山　栄純 仏教学科
127名

平成27年度アーバンはぴねすクラブ

平成27年度卒人間環境鴨台会

Ｈ27年度臨床心理学科卒業生

平成27年度人間科学科鴨台会

平成27年度教育人間学友の会

人文鴨台会27年度

平成28年度教育人間学科仲間の会

平成28年度人間科学科鴨台会

平成28年臨床心理学科卒業生

平成28年度卒人間環境鴨台会

平成28年度 ８６（ハロー） SW会

平成26年度卒人文会

平成26年度史学鴨台会

平成26年度表現文化学科鴨台会

平成27年度仏教学科鴨台会

平成27年度史学鴨台会

平成27年度表現文化学科鴨台会

人間科学科2010年度卒業生『ROUND TABLES』

平成28年度仏教学科鴨台会

平成29年度　仏教学科　鴨台会

平成28年度表現鴨台会

平成28年度史学鴨翔会

人文学科２８（JBGトゥエンティーエイト）
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NO 区分 卒業学科 会員数氏名団体名

92 学科・専攻 望月　綾乃 人間科学科
124名

93 学科・専攻 木村　隼人 人間環境学科
61名

94 学科・専攻 駒形　有紗 臨床心理学科
117名

95 学科・専攻 矢島　拓弥　 教育人間学科
58名

96 学科・専攻 中川　貴文 社会福祉学科
90名

97 学科・専攻 田尻　輝正 歴史学科
152名

98 学科・専攻 佐藤　雅也 人文学科
140名

99 学科・専攻 影山　壱成 表現文化学科
225名平成29年度　表現文化学科　鴨台会　

平成29年度　人文学科　鴨台會

平成29年度　史学　鴨台会

平成29年度　社会福祉学科の会

平成29年度　教育人間学科　鴨台会

平成29年度　臨床心理学科　鴨台会

平成29年度　人間環境学科　鴨台会

平成29年度　人間科学科　鴨台会


