
トークリレーの殿堂（過去の講師陣容）
※以下のすべての記録を六稜WEB（ホームページ）上↓でお読み戴くことができます。

http://rikuryo.or.jp/talkrelay/hall-of-fame.html
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●2019年
【12月07日】大江　匡さん@85期
【11月02日】正岡　徹さん@63期
【10月12日】奥　真也さん@93期
【09月07日】（休催）
【08月03日】康　浩郎さん@68期
【07月06日】三谷秀史さん@82期
　　　　　  本田祐嗣さん@102期
【06月01日】今井ひろこさん@99期
【05月11日】竹林征三さん@74期
【04月06日】石飛徳樹さん@91期
【03月02日】中北英一さん@90期
【02月02日】伊藤　礼さん@84期
●2018年
【12月01日】石井　純さん@86期
【11月10日】大井通正さん@76期
【10月06日】高橋祥子さん@118期
【09月01日】家次　恒さん@80期
【08月04日】高塚宏一さん@71期
【07月07日】（大雨のため中止）
【06月02日】恩知忠司さん@教員
【05月12日】西山　博さん@79期
【04月07日】藤目幸擴さん@75期
【03月03日】奥村　康さん@73期
【02月03日】辻　孝夫さん@80期
●2017年
【12月02日】佐野憲一さん@98期
【11月11日】杉山一希さん@124期
【10月07日】田浦紀子さん@
【09月02日】井奥成彦さん@87期
【08月05日】生田美智子さん@77期
【07月01日】神吉紀世子さん@96期
【06月03日】原田隆司さん@98期
【05月13日】山本正人さん@旧教員
【04月01日】大野和基さん@85期
【03月04日】幡鎌真理さん@94期
【02月04日】松岡憲司さん@81期
●2016年
【12月03日】早嶋　茂さん@87期
【11月05日】山澤倶和さん@78期
【10月01日】冨谷　至さん@82期
【09月03日】上村敏之さん@102期
【08月06日】三好龍孝さん@79期
【07月02日】中島正愛さん@82期
【06月11日】添田隆昭さん@78期
【05月14日】北橋忠宏さん@69期
【04月02日】栄原永遠男さん@77期
【03月05日】橋本　淳さん@89期
【02月06日】竹林征三さん@74期
●2015年
【12月05日】坂田東一さん@79期
【11月07日】古谷之綱さん@82期

(建築家/株式会社プランテックアソシエイツ会長兼社長)
(日本骨髄バンク顧問、関西棋院理事長、正岡会会長)
(外資系医療機器メーカー戦略部長、東京大学医学部元准教授)

(映画監督/シネマ・アクティビスト)
(六稜ラガークラブ「ラグビーワールドカップ2019」関係者)

(コムサポートオフィス代表・NPO法人たじま海の学校副代表)
(富士常葉大学名誉教授・工学博士／風土工学デザイン研究所理事長)
(朝日新聞文化くらし報道部)
(京都大学防災研究所教授)
(三菱電機 専門嘱託)

(パナソニック元常務、パソナ副会長、小豆島アートプロジェクト代表)
(医療生協八尾クリニック所長)
(ジーンクエスト代表取締役社長)
(シスメックス代表取締役会長兼社長)
(EABホールディングス名誉顧問)

(大阪府立北野高等学校長)
(お笑いコンビT137(+東稔子さん))
(京都府立大名誉教授)
(順天堂大学医学部教授)
(JVCケンウッド代表取締役社長)

(楽天チケット事業GM)
(NPO法人manavee)
(「虫マップ」主宰)
(慶應大学 教授・歴史学)
(大阪大学名誉教授・雑誌「セーヴェル」代表)
(京都大学 教授)
(日本ラグビーフットボール協会 元A級レフリー)
(開明高校教諭)
(国際ジャーナリスト)
(天理大学附属天理参考館 学芸員)
(龍谷大学経済学部 教授)

(旭屋書店 代表取締役社長)
(阪神高速道路 前社長、阪急阪神ホテルズ 元社長)
(京大教授 中国法制史)
(関西学院大学 経済学部 教授)
(本澄寺 住職、三好達治記念館 館長)
(京大防災研 教授)
(蓮華定院住職、宗教法人高野山真言宗 宗務総長)
(大阪大学 名誉教授)
(大阪市立大学 名誉教授/東大寺史研究所 所長/大阪歴史博物館 館長)
(独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター 免疫疾患センター部長)
(富士常葉大学名誉教授)

(前ウクライナ大使)
(東京工業大学　特任教授・電気通信大学　客員教授)

「(演題未定)」
「白血病、碁と正岡まつり～私の87年とこれから」
「Die革命～人生100年時代の生き方」

「沈黙の声～長崎浦上の潜伏キリシタン」
「ラグビーワールドカップがやって来る！～ジャパンラグビーと北野高校」

「但馬に来んせぇな～嫁いで知った田舎暮らしの魅力」
「碑（いしぶみ）が語る淀川物語」
「映画を観て語る楽しみ」
「ゲリラ豪雨とともに　早期探知と危険性予測～夢の基礎観測実験」
「遥かなる南の大地で～たそがれ越冬隊員の感動」

「人生についての懺悔」
「やさしさは見えない薬～患者と家族に寄り添う在宅医療」
「パーソナルゲノム時代が拓く未来」
「挑戦～ヘルスケアの進化と神戸の未来」
「大阪大空襲を逃れて」

「北野高校の『いま』と『これから』～北野高校の『これまで』を築いて下さった皆様に」
「ビバ高齢化社会～余生はお笑い芸人で」
「ブロッコリーはカリフラワーのお兄さん 」
「心の世紀に向けて」
「日本とユダヤの繋がり～日本の古代史ロマン（大仮説）～」

「楽天イーグルス創設物語～球団創業から日本シリーズ優勝まで」
「Sharing Everything」
「親友が語る手塚治虫｣
「「稲むらの火」とその主人公～防災の日に寄せて」
「抑留された女たち～満洲からシベリアへ｣
「ただならぬ普通～文化的景観の保全と都市・農村計画 ｣
「ラグビーの魅力とレフリーの仕事｣
「大阪は“水の都”だった。｣
「アメリカはなぜトランプを選んだか｣
｢日本のお人形は役に立つしオモシロイ｣
｢京都老舗、新しさへの挑戦｣

「本屋のこれまでとこれから」
｢阪神高速道路の21世紀」
｢中国の正義～正義に基づく殺人」
「日本財政は大丈夫なのだろうか～歳出の無駄と消費税」
「三好達治と戦争と憲法9条」
「自然災害との共生～地震国日本での住まい方の作法」
「千の風になる前に知っておくべきこと」
「人工知能は人間知能を越えるのか」
「難波宮はどこまで姿をあらわしたのか？」
「骨・筋肉・こころのたもち方～骨・関節を治し続けて見えてきたこと」
「風土工学誕生物語～地域づくりに“心”を入れる工学」

「ウクライナ情勢について～危機の背景と実態、解決の見通しについて」
「ガラケーの成功と失敗から日本の情報通信産業の将来を考える」

とりわけ若手世代の活性化と、世代間の交流を深め
るのが狙い。また、対外的には、参加資格を一般市
民にも広く開放することで、六稜同窓会が有する人
的資源（ネットワーク）を最大限に活かした生涯学習
講座としての位置づけも狙っている。

六稜同窓会（府立北野高校同窓会、会長：野村正朗）では、会員の親睦と
社会貢献への拠点をめざして六稜会館を建設。創立130周年の節目に
母校に寄贈した（2003年10月）。
　これを期に、六稜会館催事委員会では、会館利用のパイロットケースと
して｢六稜トークリレー｣を考案。社会の第一線で活躍する卒業生を講師
に招聘し、2003年9月より毎月第一土曜日を原則として実施している。

六稜会館
R I K U R Y O  K A I K A N

since 2OO3

のすべて
六稜同窓会がお送りする生涯学習系プログラム http://rikuryo.or.jp/talkrelay/

六稜トークリレーRikuryo Talk Relay

経緯 趣旨

2019年8月27日(火)現在六稜同窓会/六稜会館催事委員会 1



134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

【10月10日】勝部麗子さん@94期
【9月05日】佐藤勝昭さん@72期
【8月1日】河野英通さん@60期
【7月4日】藤井千穂さん@70期
【6月13日】牧　武志さん@73期
【5月9日】勝村義和さん@71期
【4月4日】阪田陽子さん@97期
【3月7日】廣瀬俊朗さん@112期
【2月7日】三谷秀史さん@82期
●2014年
【12月4日】野村正朗さん@82期
【11月15日】阪田雅裕さん@74期
【10月4日】杉村和朗さん@83期
【9月6日】出口　学さん@94期
【8月2日】阿部源三郎さん@50期
【7月5日】八木　剛さん@99期
【6月14日】米虫節夫さん@71期
【5月10日】白藤純嗣さん@64期
【4月5日】渥美和彦さん@59期
【3月1日】山中鷹志さん＠75期
【2月1日】柏木哲夫さん＠70期
●2013年
【12月9日】定藤規弘さん＠88期
【11月9日】島本慈子さん＠82期
【10月5日】佐々木信明さん
【9月7日】58～63期・各期有志

【8月3日】小松雄爾さん@97期
【7月11日】家　正則さん@80期
【6月11日】増田周子さん@99期
【5月11日】勝村義和さん@71期
【4月6日】大西堂文さん@70期
【3月2日】栗岡　豊さん@64期
【2月2日】金水　敏さん@75期
●2012年
【12月1日】多田正世さん@75期
【11月10日】正岡　徹さん@63期
【10月6日】下平嘉昭さん@61期
【10月6日】下平憲義さん@90期
【10月6日】下平泰生さん@119期
【9月8日】たかのてるこさん@101期
【8月11日】糸川真実さん@115期
【7月7日】信川正順さん@113期
【6月9日】中西輝政さん@78期
【5月12日】矢守克也さん@93期
【4月7日】松井三郎さん@74期
【3月3日】久井　勲さん@83期
【2月4日】松岡茂雄さん@66期
【1月21日】脇田　修さん@62期
●2011年
【12月3日】壇　須寿雄さん@69期
【11月5日】菅　正徳さん@69期
【10月1日】山本智英さん@70期
【8月6日】中原充雄さん@60期
【7月2日】岡田春夫さん@84期
【6月4日】本出　肇さん@90期
【5月7日】茂松茂人さん@83期
【4月9日】清水信年さん@102期
【3月5日】靍井通眞さん@70期
【2月5日】紙谷章弘さん@105期
【1月22日】脇田晴子さん@64期
●2010年
【12月4日】加地伸行さん@67期
【11月6日】辻ひろ子さん@79期
【10月2日】芦田　讓さん@74期
【9月4日】小久見善八さん@76期

(豊中市社会福祉協議会 事務局次長・CSW(コミュニティソーシャルワーカー))
(東京農工大名誉教授・(独)科学技術振興機構(JST)研究広報主監 兼 研究開発戦略センター(CRDS)フェロー)

(旭川荘南愛媛病院院長・元千里救命救急センター所長)
(牧エネルギー工学研究所 代表・元 帝国石油株式会社 代表取締役副社長)
(作家/画家)
(フリーアナウンサー・NHK「ニュースウォッチ9」ニュースリーダー)
(ラグビー日本代表・東芝ブレイブルーパス所属)
(前 内閣情報官)

(元りそな銀行頭取・同窓会副会長)
(弁護士･元 内閣法制局長官)
(神戸大学大学院医学研究科 教授)
(北野高校･社会科)
(住金物産(株)診療所 顧問)
(兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員)
(大阪市立大学客員教授/食品ネットワーク最高顧問)
(大阪大学名誉教授)
(日本統合医療学会名誉理事長)
（橋の科学館 前館長）
（淀川キリスト教病院 理事長/名誉ホスピス長）

(自然科学研究機構 生理学研究所 教授)
(ジャーナリスト)
(元北野高校音楽科教諭)

(ECN研究員)
(国立天文台/東京大学理学部 教授)
(関西大学文学部 教授)
(作家/画家)
(獣医師/ワールド動物病院顧問)
(大阪ハイテクノロジー専門学校 講師)
(大阪大学大学院文学研究科 教授)

(大日本住友製株式会社代表取締役社長)
(正岡会会長、元大阪府立成人病センター病院長)
(下平金属工業所・会長)
(下平金属工業所・社長)
(関西電力勤務)
(旅人・エッセイスト)
(箕面市総合保健福祉センター勤務)
(京都大学次世代研究者育成センター特定助教)
(京都大学大学院・人間環境学研究科教授)
(京都大学防災研究所 巨大災害研究センター教授)
(京都大学名誉教授)
(作家・閑谷未来塾塾頭)
(美術史学会会員・神戸大学美術史研究会会員)
(大阪大学名誉教授・大阪歴史博物館館長)

(元大阪ガス専務取締役・APEC環境技術協議会座長)
(日本フェース株式会社代表取締役)
(山本内科院長)
(旧真田山陸軍墓地とその保存を考える会会員)
(弁護士)
(大阪市北区医師会副会長)
(大阪府医師会副会長)
(流通科学大准教授)
(作家)
(医師)
(石川県立歴史博物館館長)

(立命館大学教授)
(フリーアナウンサー)
(NPO法人環境・エネルギー・農林業ネットワーク)
(京都大学特任教授)

「豊中のＣＳＷの実践から」
「太陽電池のキホン」
「十五年戦争と共に～少年の目に映った日本人の意識構造」
「生命（いのち）を助けるということ」
「米国のシェール革命：その実態と今後の展望」
「パリの佐伯祐三をゆく旅・Part2」
「言葉の持つ力～アナウンサー流　「言葉」の使い方」
「私のリーダーシップ論～ラグビーから学んだこと」
「日本のインテリジェンス～その光と影」

「銀行はおもしろい」
「政府の憲法解釈と集団的自衛権」
「高齢化の時代：小さく見つけて優しく治すがん医療をめざして」
「北野高校の国際交流活動」
「戦前・戦中・戦後を生きて」
「輝け☆昆虫少年～ミュージアムが育む好奇心・探求心」
「食の安全・安心を考える」
「ダイヤモンドは永遠に」
「先端医学から統合医療へ」
「海に架ける～はじまりは瀬戸大橋から」
「死を背負って生きる」

「『褒め』を科学する」
「試論 鉄腕アトムと原発問題」
「北野高校での22年～そして今…カフェ・プーランク」
座談会「戦時下の北野生たち～戦争で青春を奪われた北野生から
　　　　　　　　　　　　　　　　戦争を知らない後輩たちへ」
「エネルギーの歴史とこれから」
「次世代超大型望遠鏡TMTで見る宇宙」
「従軍作家の見た戦争～火野葦平 『土と兵隊』を中心として」
「パリの佐伯祐三をゆく旅」
「ヒトと動物の係わり」
「植物におけるコミュニケーション」
「知らないようでみんな知ってる不思議な言語：『役割語』」

「植物と人間の「お薬」と共に四半世紀～グローバル化とM&Aの日々」
「白血病、正岡会、そして囲碁」
「創部90年、伝統を継いで～親子孫三代　ラグビー部主将」
「創部90年、伝統を継いで～親子孫三代　ラグビー部主将」
「創部90年、伝統を継いで～親子孫三代　ラグビー部主将」
「地球はドでかいテーマパーク！～ 旅に出て、世界中の人と笑い合おう！」
「宮古市でがんばっぺす！大津波を乗り越えて…」
「エックス線で見る激動の宇宙」
「日本の再生に求められるもの」
「巨大災害に備える/巨大災害から立ち直る」
「水から見た琵琶湖淀川流域圏の課題と発展」
「論語かるたで”世界遺産”へ」
「あなたの知らないダリ～作品と出会う…世界美術館の旅」
「大坂と大坂城」

「激動するエネルギーと地球環境問題の最近の動き～ポスト福島のエネルギー情勢」
「六稜同窓会を思う」
「脳科学のトリビア、オードブル式プレゼンテーション」
「旧真田山陸軍墓地～都心に眠る近代遺跡」
「納豆文化vsポップコーン文化～契約観及び訴訟観の国際比較」
「高齢社会における在宅医療について」
「日本の医療はどうなっているの？」
「商品企画で伸びる大学生～就職率６割時代の実学教育」
「梶井基次郎生誕110年に寄せて～病的なまでに鋭敏な感覚とその表現をたどる」
「予防医学の観点から～精神障害者の脱施設化と家族の心理教育の有用性」
「日本中世史をめぐって～商業史から都市論、そしてジェンダー論へ」

「儒教と家族葬～現代社会と死生観」
森繁久彌先輩１周忌祈念「読み語り『夫婦善哉』朗読とチェロの二重奏」
「21世紀は資源争奪の時代～持続可能・地方分散型社会の構築に向けて」
「二次電池の発展とグリーンコミュニティーでの役割」
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【8月7日】辰巳知行さん@99期
【6月12日】三善英知さん@92期
【5月8日】馬場桂一郎さん@75期
【4月10日】香取由夏さん@109期
【3月13日】岡本　裕さん@87期
●2009年
【12月19日】岩田松雄さん@89期
【11月7日】清野佳紀さん@70期
【10月3日】飯田精三さん@79期
【9月5日】釜江尚彦さん@69期
【8月1日】森南海子さん@64期
【7月4日】林　　巧さん@92期
【6月13日】三好郁朗さん@70期
【6月13日】下平憲義さん@90期
【6月13日】牟田至さん@102期
【5月9日】多田宏行さん@78期
【4月11日】新保義剛さん@87期
【3月7日】樋口庄司さん@69期
【2月7日】尾崎有紀さん@113期
【1月10日】栗原奈名子さん@87期
●2008年
【12月6日】上田成之介さん@80期
【11月1日】国定浩一さん@71期
【10月11日】坂本知美さん@109期
【9月6日】黒飛一志さん@108期
【8月2日】三島佑一さん@60期
【7月12日】間瀬一郎さん@80期
【6月7日】泉　祐彰さん@68期
【5月10日】末廣由夏さん@103期
【4月12日】小林辰夫さん@59期
【3月1日】上山弘子さん@76期
【2月9日】須原浩之先生
●2007年
【12月1日】山田五郎(武田正彦)さん@89期
【11月3日】自見弘之さん@70期
【10月6日】小畑雄治郎さん@61期
【9月1日】松村　博さん@74期
【8月4日】吉川清美さん@80期
【7月7日】石川　勇さん@81期
【6月2日】嶋本　喬さん@69期
【5月12日】羽間平安さん@58期
【4月14日】金津博直さん@59期
【3月3日】吉田一実さん@94期
【2月3日】宗田奎二さん@71期
●2006年
【12月2日】(1)笠原健治さん@106期
【12月2日】(2)芝崎文子さん@109期
【11月11日】道浦母都子さん@78期
【10月7日】黄　泰平さん@91期
【9月2日】藤本可芳子さん@92期
【8月5日】(1)三砂栄次さん
【8月5日】(2)津田禎三さん
【7月1日】黒田秀也さん@84期
【6月3日】門　良一さん@70期
【5月13日】松岡信道さん@111期
【4月15日】岩倉哲也先生
【3月4日】コロ・スペランツァの皆さん
【2月4日】玉沖達也さん@78期
●2005年
【12月3日】(1）志甫　溥さん@66期
【12月3日】(2）六島昭治さん@57期
【12月3日】(2）迎田裕輔さん@115期
【12月3日】(2）六稜吹奏楽部OB/OG有志の皆さん
【11月5日】田中秀樹さん@88期
【10月1日】見市泰男さん@81期
【9月3日】嶋　和彦さん@86期

(大阪大学大学院・博士前期課程)
(大阪大学医学部教授)
(大阪信愛女学院短期大学教授)
(ピアニスト)
(e-クリニック医師、医学博士)

(スターバックスコーヒージャパン・CEO)
(大阪厚生年金病院 院長)
(建築家/共同設計社長)
(元ヒューレット・パッカード研究所長)
(服飾デザイナー)
(作家)
(京都嵯峨芸大学長)
(下平金属工業所社長)
(サントリー神戸支店)
(三井不動産)
(農林水産省 大井川用水農業水利事業所)
(弁護士)
(奈良女子大D1)
(映像作家)

(京阪電鉄社長)
(大阪学院大学教授)
(国際交流基金文化事業部)
(歯科医)
(四天王寺大学名誉教授/作家)
(日本電気(株)宇宙システム事業部)
(I&Fビルディング株式会社 社長)
(開業助産師)
(元ミノルタ常務取締役)
(やまあい工房 主宰)
(保健体育科S39～H13在職)

(編集者・評論家)
(開業医/六稜ラガークラブ会長)
(弁護士/近畿人権擁護委員連合会会長)
(大阪市計画調整局理事)
(都立北多摩看護学校非常勤講師)
(IK技研)
(大阪府立健康科学センター名誉所長)
(関西大学最高顧問)

(三井住友銀行 南千里支店長)
(竹中工務店顧問)

(ミクシィ代表取締役)
(MagnetsU)
(歌人)
(日生病院 外科 副部長)
(フジモト眼科院長)

(弁護士)
(くろだクリニック(泌尿器科)院長)
(モーツァルト室内管弦楽団指揮者)
(NPO法人JASSE設立発起人)
(北野高校国語科教員)
(合唱団)
(奈良先端科学技術大学院大学  特任教授)

(東京放送常任顧問)

((独)水産総合研究センター 養殖研究所)
(能面作家)
(浜松市楽器博物館 館長)

「平和構築の現場で」
「将棋と医学研究の接点」
「もう一つのオリンピック～スペシャルオリンピックス」
「音楽家の試練と情熱～心に届く音楽のために」
「９割の病気は自分で治せる～おいしい患者にならないために」

「キャリアアップ人生2」
「医療崩壊の真相」
「チェロと建築～わたしのルーツと北野」
「アナログからディジタルへ」
「針目に込めた女たちの哀しみ」
「妖怪とSFと小説と」
「文武両道～北野ラグビーで培ったもの」

「21世紀の大阪の街づくり」
「水資源の確保と食糧問題～パン1個2,000,000,000,000ドルの国から」
「いよいよ始まる裁判員制度」
「生き物の楽しさ～ダーウィンが解けなかったフジツボの謎」
「ブラジルから来たおじいちゃん～ドキュメンタリーの愉しみ」

「京阪中之島線の完成と大阪・京都の鉄道ネットワーク」
「日本経済あれこれ～阪神ファン式人生の法則」
「世界すてき発見！」
「僕らが社会のためにできること～子どもたちをUSJに招待するチャリティーを通じて」
「北野の暗黒時代～一被害者の精神遍歴」
「日本の人工衛星開発史～「おおすみ」から「かぐや」まで、そして金星・水星へ」
「カジノ経営の面白さ～ラスベガスから見たアメリカ社会」
「生む 生まれる 生まれ変わる」
「宇宙カメラよもやま話」
「沖縄の大地に生きて～琉球藍との出会い」
「断郊競走よもやま話」

「情報劣化～マスメディアの現状が抱える問題点」
「我がラグビー人生」
「現代社会と人権」
「千年都市大阪のまちづくり」
「硫黄島の兵隊～生還した父が遺していったもの」
「『光学ものづくり』から宇宙へ」
「国民病「脳卒中」を地域に追いかけて40年」
「良き師、良き友～柔道,送球,鎧球に育まれて」
「紙の砦：手塚治虫と通年動員～大阪石綿を共に」
「雇用機会均等法一期生のわたしたち」
「迫り来る大地震に備えて」

「mixiのこれまでと今後」
「MagnetsUライブ2006」
「いのちの言葉」
「医学の進歩に伴う昔の常識、今は非常識」
「眼の健康管理と治療法の最前線」
「爺の遺言～戦争に捧げたボクらの青春」

「『白い巨塔』今は昔～混迷する日本の医療は…」
「250年のモーツァルト」
「25歳の挑戦～こどもとおとなをつなぐために」
「手塚治虫は六陵人!?～無視できない手塚治虫史のウソ」
「声楽室内アンサンブルの楽しみ」
「ゲノム創薬とテイラーメイド医療の現状」

「六稜人の想い出～会ったひと・会っていない人」
六稜ライブステージ2005「ハーモニカ独奏」
六稜ライブステージ2005「ジャグリング」
六稜ライブステージ2005「吹奏楽アンサンブル」
「ウナギをつくる～完全養殖への挑戦」
「能と能面の秘密～キィワードは原人称」
「楽器の街に楽器の博物館～浜松市楽器博物館の挑戦」
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【8月13日】広実輝子さん
【7月2日】大村皓一さん@68期
【6月11日】黒川森夫さん@70期
【5月7日】清原祥恵さん@69期
【4月9日】岡原　進さん@59期
【3月5日】藤岡義孝さん@74期
【2月5日】木戸　湊さん@70期
●2004年
【12月4日】(1）山本雅弘さん@71期
【12月4日】(2）北岡　樹さん@80期
【11月6日】竹山　聖さん@85期
【10月2日】土井陽子さん@64期
【9月4日】脇田　修さん@62期
【8月7日】《夏休み特別企画》映写会「戦争と北野～昭和11年頃の学生生活」
【7月3日】奥真也さん@93期
【6月5日】カレイドスコープ
【5月8日】阿部源三郎さん@50期
【4月10日】林　久男さん@59期
【3月6日】中井克樹さん@92期
【2月7日】平野浩太郎さん@66期
●2003年
【12月5日】岩田松雄さん@89期
【11月7日】安東伸元さん@65期
【10月3日】福井栄一さん@97期
【9月5日】中井正明さん@64期

(宝塚造形芸大教授)
(歯科医/大阪北区歯科医師会会長)
(薬剤師)

(医師)
(ジャーナリスト)

(毎日放送社長)
(シャンソン歌手)
(建築家、京大助教授)
(劇作家)
(大阪歴史博物館館長)

(レーグル代表取締役社長、東大助教授)
(合唱ユニット)
(医師)
(産業能率大講師)
(琵琶湖博物館主任学芸員)
(神戸芸工大教授)

(株式会社タカラ取締役)
(大蔵流狂言方)
(上方文化評論家)
(なにわことばのつどい代表)

「ほむら野に立つ～私を救った北野生」
「最新デジタル映像のすべて(仮題)」
「歯無しにならない話～歯周病との戦い」
「ガマの油はほんまに効いたのか？～漢方薬・生薬の科学性」
「『ある街角の物語』に秘められたもの」
「医者にかかると寿命が縮む？～一に養生、二に環境、くすりは三番」
「終戦60年目の世相を斬る」

「大阪城で何したん？～地域における放送局の役割」
「セピア色の風～北岡樹、北野に歌う」
「建築的瞬間～球体建築の系譜」
「芝居っ気～ドラマづくりを通じて想うこと」
「校歌に因む大阪の歴史」

「医者の選び方 医療の創り方～医療現場の舞台裏から」
「バーバーショップ・カルテット・ショー」
「人生よもやま話～戦艦陸奥から出た北野のバックル」
「手塚治虫と昆虫」
「いま問われる生き物とのつきあい方～『いいとこどり』はあきまへん！」
「IT化時代に生きる」

「岩田松雄のキャリアUP人生」(年忘れ★六稜大名刺交換会 併催)
「古典芸能を体験してみよう～狂言ワークショップ」
「上方学でよみとく陰陽道～映画『陰陽師2』の公開前夜に」
「大阪辯よもやま噺」
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