❖歌ごよみ ❖

ふ ばな

山高み
しら ゆ

白木綿花に
たぎ

か ふ ち

落ち激つ

さらに、グローバル化

社会に生かす道を見出し

しながら、学びの成果を

値と使命とは何かを探究

それぞれの決意を胸に

じ、さまざまな文化や価

みに感謝し、調和を重ん

宮司より「神と自然の恵

祝辞では鷹司尚武神宮大

てほしい」と告辞。来賓

のない青春の日々を送っ

そして身体を鍛え、悔い

び、友と語らい心を練り、

いただいた。

せん」と激励のお言葉を

めざしていかねばなりま

上に立って一身の独立を

知恵を大いに学び、その

げてきた先人の生き方や

自の豊かな文化を築き上

値観を柔軟に吸収し、独

本について深く学び、世

てほしいと期待を込めて

語った。

平成二十七年度 皇學館大学入学式

が叫ばれている今こそ日

八三四名が新たな“縁 ”
紡ぐ
したた

満開の桜に小雨 滴 る四月三日、本学記念講堂において平成二十七年度
入学式が挙行された。今年度、晴れて入学の日を迎えたのは大学院十六
名、専攻科二十八名、学部七八五名、学部転入・編入・学士入学五名の

語った。

を語った。教育学部代表

界に向け日本文化を発信

神宮皇學館大學の学長

を務めた山田孝雄に『櫻

史』という著作がある▼

序文の末尾に「昭和十六

神宮皇學館大學の

年四月御衣黄の花の盛り

の時

を載せる▼御衣黄桜とと

文学部を代表して宣誓

計八三四名。
スーツ姿も初々しい新入生たちは凛とした表情で式に臨み、
皇學館大学生としての第一歩を踏み出した。

居室にてしるす」
とあり、

もに本学園にとり、ゆか

の谷口大知君は「高校時

様子で語り、「何事もとに

りのある著作である▼さ

代、部活の先生の指導の

ことができた。自分も生

かくやってみないとわか

を読み上げた国史学科の

徒と向き合い、成長を見

らないと思うので、大学

岸岡史将君は「歴史に興
厚い皇學館大学で学びた

守れる教師になれれば」

続いて、佐古一洌理事

かった」と晴れて入学で

と夢を語った。現代日本

長が「最も民族的なもの
とのゲーテの言葉を紹介

きた喜びを語り、「将来は

できる人材が求められて

しながら、「良き国際人で

高校の歴史の先生になり

いることや、本学が文部
大学として採択されたこ

あるためには、まず良き

不思議とも思える縁によ

とに関連して、今年度か

日本人であらなければな

箱には「神宮皇學館大學

とに感謝したい」との言

ら地域貢献人材の育成を

皇大生としての自覚と誇りを持って
葉を述べた。そして、今

目的としたカリキュラム

令旨について解説。「わが

とともに先ほど奉読した

の学びを通して人間性を

も言及。学生には四年間

神髄に触れて大いに学

りと身に付け、わが国の

年間、その基礎をしっか

みをめざしたい」と抱負

書道部に入り、さらに高

続けてきたので大学でも

てよかった」と安堵した

宣誓を終えることができ

村井玲奈さんは「無事に

顔で話した。

した毎日にしたい」と笑

ろな経験を積んで、充実

という花がどのように捉

国の文学や文化の中で桜

は凝縮されて

について実感し、そのよ

貫した学風、精神の継承

には本学の古い歴史や一

は真新しい制服に身を包

式。七十名の新入生たち

れた皇學館中学校の入学

ミナーホールで執り行わ

花曇りの四月七日にセ

り、「入学できて本当に嬉

て本校をめざしたと語

日楽しそうに話す姿を見

だちや部活等について毎

さんは本校に通う兄が友

上にそれぞれが個性を伸

た一日一日の積み重ねの

とが大切と語り、そうし

直に学び、生きていくこ

に、明るく、正しく、率

きる日本人と

世界で貢献で

国、ひいては

を学び、わが

しての生き方

しい日本人と

創部初! 硬式野球部、明治神宮球場へ
８面

■連載

５面
研究室探訪 Vol.２３

（現代日本社会学科）
遠藤司ゼミ

さき こ

解しない欧米かぶれと断

て、本当の日本精神を理

渡戸稲造の文を引用し

『武士道』
の著者である新

が潔さの象徴だと説く

ないという。さらに、桜

花を認めたものとは言え

いう解釈はなく、真の桜

我が国の文学史上、そう

あるが、それは間違いで、

象徴する花だという人が

らを落とす様から潔さを

花期の短さと一斉に花び

る話がある▼桜はその開

の中に、おや、と思わせ

に説いたものである。そ

えられてきたかを実証的

磨き、己自身の固有の価

学問を修め、わが国のあ

るべき正しい姿、日本の

四月七日に第三十七期皇學館中学校入学式が、九日に第五十三回皇學館高

いると話し、

平成二十七年度 皇學館中学校・高等学校入学式

希望に満ちた新生活スタート

文化や思想、父祖伝来の

精神を明らかにし、それ
を継承実践して文明の進
に説かれている精神は、

等学校入学式が執り行われた。会場は喜びの中にも身の引き締まる緊張感が

展に寄与しようとの令旨
最も簡潔明瞭、的確に皇

「こ の 場 に い

うな大学の学生となった

ばし、大きく成長してい

る君たちが正

漂い、両校の生徒たちはそれぞれの目標を胸に新生活をスタートさせた。

ことに大いなる誇りを持

しい。将来は医療分野に

料に向き合ってきた山田

み、緊張した様子で式に

孝雄は、実証の大切さと

ってもらいたい」と熱く

ならない」とした内村鑑

思込みの価値観の危うさ

じている▼真正面から資

三の言葉を紹介。「後世に

を教えてくれる▼今年も

して成長して

残す人生に美しい影を作

また学園は新たな仲間を

いってほしいという期待

が強く込められている」

る基礎固めとなる大切な

迎えた。ぜひ、自ら主体

く六年間であってほしい

と説いた。さらに、内村

三年間を、諸君が無駄な

的に学び、真実と真摯に

と励ました。

鑑三の著書『後世への最

く、充実して過ごしてい

向き合う態度を身につけ

進みたいと思っているの

大遺物』を取り上げ、「こ

ってくれることを心から

てほしいと願う。

で、勉強はもちろん、部

では、三八九名の新入生

の世界に貴重な生をうけ

期待して、今日の式辞と

新入生代表を務めたの

に対し中学校の入学式と

た私たち一人ひとりは、

します」と締めくくった。

四月九日に挙行された
ら話した。

同様に賀陽宮邦憲王の令

その生涯を、生きる証を、

活や友人関係も充実させ

式辞では中村貴史学校

旨を中村学校長が奉読。

美しい形で残さなければ

たい」と目を輝かせなが

長が神道に則って立てら

式辞では皇學館教育の理

は松本幸子さんだ。松本

れた本学園の教育方針を

想とするところが令旨に

あかし

清潔

像「 清 明 正 直 」

皇學館高等学校の入学式

入学の喜びを語る松本さん

皇學館大学の記念講堂で厳かに執り行われた高等学校入学式

説明。神道が求める人間

臨んだ。

表している。
（中略）
諸君

學館の『建学の精神』を



国の歴史と伝統に基づく

長／文学博士」の肩書き

名に対し、栄えある皇學
から一三三年前、明治十

おかげで精神面を鍛える

館大学の学生として入学
五年
（一八八二）
に遡る皇

味があり、教授陣の層が

午前十時、開式の辞で
を許可されたことを宣言

こそ、最も国際的である」

始まった入学式は国歌斉
し、「昨日までは見知らぬ

科学省より地（知）の拠点

唱の後、清水潔学長が令

って結ばれ、出会えたこ

岸岡君（国史）

谷口君（教育）

村井さん（現日）

旨を奉読。続く式辞で、

６ 面（高校・中学校）

て、その名のとおり我が

新入生対面式 ほか

では勉強以外にもいろい

４・５ 面

社会学部の代表を務めた

フィールドワーク・校外学習体験記

たい。また、書道を長く

３面

りません。これからの四

新任教職員紹介

が本格的に始まることに

２面

學館創立の経緯に触れる

木田久主一鳥羽市長が講義
短期海外語学研修・海外インターン
シップ第 １ 期生が帰国報告

仲であった諸君と私共が

皇學館大学入学式を挙行

清水学長は新入生八三四

１面

学 大学院・専攻科・文学部・教育学部・現代日本社会学部

滝の河内は
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学生のような若い世代に地域が抱える課題や

問題点を把握してほしいと、鳥羽市の現状に

ついて熱心に語る木田鳥羽市長





文化・観光資源、定住環

状況についても具体的に

に訪れていることや財政

の、年間二百万人が鳥羽

は減少しつつあるもの

ビス業に関しては観光客

主産業である観光・サー

どを伝えた。また、市の

地域に指定されたことな

と、平成二十二年に過疎

が少なくなっているこ

とを説明した。さらに、

支援が実施されているこ

を助成するといった就学

通学費、下宿代等の一部

料であること、高校生の

まで子どもの医療費が無

であること、中学三年生

幼稚園が二人目から無料

の制度をはじめ、保育所・

介。定住応援事業奨励金

育て支援の取組みを紹

たい」と締めくくった。

できる限り応援していき

みたい人を行政としても

みなどを話し、「鳥羽に住

おこし、結婚支援の取組

ンなど食を活用した地域

ーがー」のプロモーショ

プロジェクト」や「とば

化に着目した「ＨＯＳＵ

いること、離島の干物文

ることを世界へ発信して

日本一海女が多い町であ

文部科学省より平成二十六年度「地
（知）
の拠点整備事業」
（大学ＣＯＣ事

境資源の現状を理解して

鳥羽市の活性化に向けて

業）
に採択されたことを受け、
「伊勢志摩定住自立圏」を形成する三市五町

もらうのが狙い。四月よ

示した。

（伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・明和町）

り本学教員による授業が

の自治体と連携して地域人材育成のための教育プログラム作りを行ってき

久主一鳥羽市長が「海女

行われてきたが、外部の

た本学。着々と準備を進めてきた中、四月からカリキュラムが本格始動。

と真珠のふるさと鳥羽の

五月十三日には木田久主一鳥羽市長が講義を行った。

五月十三日、本学六号

地域経営」と題した講義

鳥羽の魅力や現状を語る

館にて『伊勢志摩定住自

識が集積する大学と連携

立圏共生学』科目Ⅰ「伊

をしながら、地域の活性

講師が登壇する授業はこ

ことが大事だと思う。将

化をめざしたい」と本カ

を行った。

来は地元に残り、地域の

リキュラムに期待を寄せ

勢志摩圏域の定住資源と

教育学科二年の宮本朋

教育に貢献できる教師に

の日が初めて。講義では

典君は「観光で訪れたこ

なりたい」と語った。

同様の授業は今後も継

冒頭、本学の担当教員が

と思うか？」などと問い

とはあったが、歴史や市

講義後、木田市長は「学

続して行われ、伊勢市長

この科目は地域が抱え

かけ、学生の認識を浮き

の政策についてはほとん

生たちが熱心に聴講して

る課題の解決に向け、ま

立たせることから始まっ

ど知らなかったので興味

くれてよかった。これま

将来像」
の授業が行われ、

た。続いて木田市長が鳥

深かった。行政が結婚支

同科目を選択した二年生

羽市の歴史的な魅力、特

援まで携わっていること

「鳥 羽 市 に 住 ん で み た い

色ある離島、食や風景の

をはじめ伊勢志摩圏の各

ずは伊勢志摩圏の歴史・

魅力を紹介。その後、鳥

で学問と実業は分かれて

ンシップを体

九十六名を対象に、木田

終えて帰国し、充実した現地での暮らしぶりを語った。

に驚いた」と語った。同

金が給付されるなど支援

子さん（コミ

験した三好瑛

年）
、鏡味直澄君
（コミュ

羽市を取り巻く現況とし

体制が整っており、参加

市町の担当者が講師とな

たりビートルズの博物館

者の満足度はとても高

ュニケーショ

ン学科四年）
の五名。

ニケーション学科三年）
、

二月二十八日から三月二

り地域の資源や施策につ

に行ったりと、好きなジ

い。語学力のみならず行

いたが、これからは現場

ャンルに絡めて英語を勉

動力や幅広い視野を身に

で知恵を活用することが

強したという話を聞い

付けるためにも、学生に

じく服部早恵さんは「こ

話に興味を持った様子。

て、なるほどと思った。

うした授業を通して地域

教育学科一年の中本真衣

ぜひ取り入れたい」と学

は積極的にチャレンジ

て人口が昭和三十五年を

現代日本社会学科一年

さんは「行ってみないと

習の参考にしていた。

ピークに減少しており、

の片田拓海君は「英語が

わからないことが多いと

これらのグローバル人

いて語る予定だ。

も身に付いたと現地での

苦手なので海外へ行くこ

いう話が印象に残った」

材育成プログラムは奨学

大切。学生や大学が関わ

生活を振り返った。

とに迷いがあった。でも、

と話した。同荊木佑介君

の現状をまずは理解する

ことを伝えたら『君向け

黒田君は「ただただ海

今日の話を聞いて、アジ

は「サッカーの試合を観

『伊勢志摩定住自立圏共生学』
教育プログラムが本格始動

とくに四十歳以下の若者

のプログラムにしてあげ

外に行きたいと思い参加

ア圏なら近いし行ってみ

木田久主一鳥羽市長が 講義



るよ』と言われ、気が付

した。実際に行っていろ

たいと思った」と先輩の

グローバル人材育成プログラム

佐伯君は参加した動機

いたら苦手意識がなくな

んな国の人と出会えたこ

短期海外語学研修・海外インターンシップ第一期生が帰国報告

について先生に勧められ

っていた」と研修前後の

とで価値観が変わった」、

日までの日程

十八日までマレーシア

たのがきっかけと語り、

心境の変化を明かした。

本学が策定した中期行動計画の柱の一つ
「グローバル人材の育成」
の一環

た。檀上に上ったのは二

滞在した黒田敢大君（教

（プトラ大学語学学校）
に

「正直、
中学で挫折して以

鏡味君は「マンツーマン

で上海・蘇州

月十五日から三月十四日

来、英語が嫌いだった。

でのインター

四月七日、本学記念講

までフィリピン・セブ島

育学科三年）
、
長谷川卓君

でも、現地の先生にその

により、平成二十六年度から追加されたフィリピン・マレーシアでの短期

堂において短期海外語学

（ビサヤ大学語学学校）
で

科三年）
、
三月二日から八

（コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学

海外語学研修と中国での海外インターンシップ制度。その一期生が研修を

研修と海外インターンシ

の語学研修に参加した佐

参加しやすいと
近年人気のアジア留学

ップ（学園報五十五号に

伯 篤 史 君（ 神 道 学 科 三

後半は、定住促進と子



ので、とにかく英語を話

に近い少人数のクラスな

ごはんを食べながら彼ら

ラスメイトと一緒にお昼

リビア人、イラン人のク

長谷川君は「イラク人や

かることがある。テレビ

ど現地に行って初めてわ

れた日は青空が見えるな

が報じられる中国で）晴

三好さんは「（大気汚染

野優太君、北川結香さん

ケーション学科四年の上

報）に参加したコミュニ

（学 園 報 五 十 三 号 に て 詳

ト大学への夏季短期留学

の冒頭には、英国・ケン

また、この帰国報告会

った。

の魅力と成果を口々に語

にめざめたと、海外研修

ュニケーションの楽しさ

向上し、北川さんもコミ

るなど飛躍的に英語力が

Ｃで八八〇点をマークす

強法を取り入れＴＯＥＩ

って生まれたプランは市

さなければ何も始まらな

の国の習慣や暮らしにつ

の情報だけがすべてじゃ

も揃って体験談を報告。

民にとっても大きなイン

い状況。先生やクラスメ

いて知ることができ、興

ない」と、自分の目で確

パクトがある。知恵・知

イトがとてもフレンドリ

味深かった」と、多民族

かめることの大切さを語

地域を知ることから始まる
地域活性



ーだったので、会話を中

国家マレーシアならでは

た。

心に楽しく英語を学べ

の異文化交流を楽しんだ

上野君は自分に合った勉

現して社会実践に努めるかに
ついて言及。カリキュラム改
革など具体例を挙げながら、
地域社会を担うアクティブシ
チズンの養成や日本の伝統文
化を発信できる能力の育成に
尽力している現状を語った。
さらに、大学の機能別分化を
踏まえた今後の方向性とし
て、日本の精神文化の教育研
究拠点をめざすこと、地
（知）
の拠点大学として地域貢献人
材の育成に取り組むことの二
点を挙げ、その実現のために
も大学、地域、行政、産業界
等と連携を進めていく必要性
を訴えた。
また、座談会では地方と中
央の断絶に対する懸念も示さ
れたが、国内留学など各大学
を横断するプログラムや大学
間交流、資源の連結・活用が
進めば断絶解消につながるの
ではないかなど、有意義で活
発な意見交換がなされた。

た」と授業スタイルを満

った。

『大学時報 』座談会
なお、
座談会の詳細は『大学時報』五月

足気に語った。さらに、

ようだ。

学長が「地域に根ざす大学の役割」語る
号（五月二十日発刊）
に掲載されている。

オフの時間は近くの島や

四年制の私立大学・一二一
大学
（一〇八法人）
が加盟する
㈳日本私立大学連盟から発行
されている『大学時報』の座
談会企画において、清水潔学
長が地域に根ざす大学の役割
やめざすべき方向性を語った。
この座談会には、清水学長
のほか芹澤剛氏（園田学園女
子大学人間教育学部教授）
、
榊
裕之氏
（豊田工業大学学長）
、
棟方信彦氏（松山東雲女子大
学学長）
、湊晶子氏
（広島女学
院大学学長）
が参加。
平成十七
年の「我が国の高等教育の将
来像
（答申）
」で大学の機能別
分化という方向が示され、そ
れにつながる事業として文部
科学省が一昨年度と昨年度に
「私立大学等改革総合支援事
業」を実施した中、地域に根
ざす大学が自らの個性や役
割、めざすべき方向性をいか
に定め、どのように改革を進
めていくのかが話し合われた。
清水学長は神道精神を根幹
とする建学の理念をいかに体

柔道場を訪れるなど積極

海外研修への関心度がアップ



的に行動したと話し、ア














参加者の 5 割は初の海外という今回の語学研修。


右から佐伯君、鏡味君、黒田君、長谷川君、
三好さん


















ポとりなどを通して度胸

し、知見を深めてもらい

て詳報）の参加者五名に

たい。

よる体験報告会が催され

充実の海外研修生活を語る

平成２7年6月15日

新 任 教 職 員 紹 介
●❸座右の銘

●❹一言メッセージ

重ねて頑張ってまいりま

ザー（事務嘱託）

学生支援部教職アドバイ
お

す。

まさ

ス ポ ー ツで
地 域コミ ュニティー 強 化

まった。総合型クラブとは幅広い年

伊勢市と合同で 小学生対象のスポーツ教室を開催

齢層の人々がさまざまなスポーツに

山口 正雄

やまぐち

❸悠々として急げ

くにおみ

伊勢市の重点施策である「総合型

個々のレベルに合わせて取り組める



❹四月一日に着任いたし

みやした

地域スポーツクラブ（以下、総合型ク

新しいタイプのスポーツクラブで、

宮下 州臣

ラブ）の育成」事業に、本学の六部（陸

現在、伊勢市には七つクラブがある。



学生支援部事務嘱託

す。よろしくお願いしま

くお願いいたします。

や

ました。今後ともよろし

す。

れいすけ

教育開発センター准教授
こんどう

さ

上競技・排球・バドミントン・サッ

近藤 玲介
うめかわ

❶三重県❖皇學館大学文

カー・硬式野球・よさこい“雅”）が

三重県では、
平成三十年に高校総体、


企画部書記

学部国史学科卒。元伊勢

協力し、小学生会員を対象にしたス

●❷趣味・特技等

この春から新たに加わった教職員の方々を紹介します。
●❶出身地・経歴等

❸人源輝業

市立厚生小学校校長、元

三十二年の東京オリンピック・パラ

皇學館大学

❶愛知県❖愛知学院大学

伊勢市小中校長会長等

ポーツ合同体験教室を開くことが決

梅川 紗綾

法学部卒

❷ゴルフ、カヌー



❶北海道❖明治大学大学

❷食べ歩き旅行、ゴルフ

❸笑顔が一番

❹
「高校生レストラン」
な

院文学研究科博士後期課
❶三重県

❸一生勉強一生青春

❹子どもとともに生きる

川島 一晃



えんどう

つかさ

どの仕掛けをしました。
研究室に遊びに来てくだ

程修了。前明治大学文学
❷テニス

❹伝統ある皇學館の良さ

教師を本学から送り出せ

かずあき

現代日本社会学部准教授

さい。

遠藤 司
部助教
❸日進月歩

を発信していきたいと思

るよう支援します。

かわしま

学院大学准教授
❷バイク旅

❹一生懸命頑張ります。

います。

文学部助教

❷ピアノ演奏
❸歩いて観て考える

どうぞよろしくお願いし



❶三重県❖名古屋大学大
❸初心忘るべからず
❹自然地理・地学的視点

ます。

せん

だ

よしひと

教育開発センター准教授

千田 良仁



おお

大津 政紀

ゆう

岩脇 優

いわわき

高等学校常勤講師



❶三重県❖皇學館大学文

❷弓道、写真、ダイビング

育学部卒

❶三重県❖皇學館大学教

ちに早く顔と名前を覚え

❹教職員の方々や学生た

願いします。

頑張ります。よろしくお

❹いつも明るく、笑顔で

❸意志あるところに道は
開ける
❹伝統ある皇學館高等学

すず

き

は国民体育大会を控えていることも

あり、より多くの子どもたちにスポ

ーツの魅力を楽しみながら伝えてい

く絶好の機会といえる。また、教員

等をめざす学生にとっては、子ども

にスポーツを教えるスポーツ指導の

あり方や経験を積む場になることが

期待される。申込みは伊勢市教育委

員会事務局スポーツ課まで。定員に

達した教室から受付を締め切る。詳

細は伊勢市のホームページをご参照

ください。

❸出藍之誉

❷サッカー観戦、書道

現職

く、努力を続けたいと思

❹初心を忘れることな

練しか与えない

❸天は乗り越えられる試

ドミントン

科研究員等を経て現職

❹倉田山には縁が深く、

❷バイクツーリング、バ

学業・勤務をあわせて二

校、伊勢高校、南伊勢高

❹すばらしい環境の中で

校、伊勢工業高校を経て

自分の持てる力を一二〇

鈴木 晴美

❶三重県

います。

い

か

十五年以上になります。

学校事務部事務室

なか

（中学校）
技術嘱託

国文学専攻中退。三重県

学院文学研究科修士課程

❶三重県❖皇學館大学大

教育學院英語教育學研究

知心理学専攻修了。香港

大学院学校教育研究科認

❶三重県❖兵庫教育大学

❹一生懸命頑張ります。

❸七転八起

❷料理

❶三重県

中井 智加

❷ゴルフ、バイク、野球

立桑名工業高校、鳥羽高



ち

％出しきれるよう頑張り

と

❷ドライブ（全国制覇）

まさ

よろしくお願いします。

はしもと

❸一％の才能と九十九％

橋本 真人

宇治山田高等学校を経て

の努力。継続は力なり



たいと思います。

お

❸直心是道場
❹白無垢姿の花嫁のよう

のぶ

❶三重県

現職

藤原 信夫

❷神社・寺めぐり

❷写真撮影、旅

ふじわら

中学校教諭
に皇學館色に染まり、一
翼を担えるように努力し
ます。

おさむ

修

❸明日は明日の風が吹く



高等学校常勤講師



リンピックをはさんで、三十三年に

学院教育発達科学研究科
❹新しい環境に早く慣
から、伊勢・志摩の魅力

攻修士課程修了。前東海

博士課程修了。前三重大
れ、皆様のお役に立てる

課程修了。富士ゼロック



校で精一杯頑張りたいと

ス、ガートナーを経て現

皇 學 館 高 等 学 校・中 学 校

学学生総合支援センター
❶山梨県❖同志社大学大

え

を発信します。

よう頑張りたいと思いま

ゆき

き

講師

き

まさ

学院法学研究科博士前期

すず

教育学部助手
職

学部国文学科卒

鈴木 幸枝

思っていますので、どう

❷音楽鑑賞、楽器演奏

❷旅行、日本酒

てもらえるよう頑張りま

き

高等学校常勤講師

❷友人、知人との交流

❶香川県❖東京大学農学

❸機会によって自らを変

さ

と

えよ

さ

佐々木 英人

ひで

す。



高等学校常勤講師

❹人、モノ、地域をつな

み

み

ぞよろしくお願いします。

生命科学研究科農学国際

❸やらずに後悔よりも、

かず

灰谷 和代

はいたに

現代日本社会学部助教



げて、地
（知）
の拠点の形

たま

附属図書館事務部事務室
だ

成に寄与すべく努力しま

うち

内田 珠未

事務嘱託



す。

あつし

池山 敦

いけやま

教育開発センター助教



はる

❸なにか変更のための手
段をもたない国家は、自
ない（エドマンド・バー

❸為せばなる、為さねば

らを保存する手段をもた
ク）

専攻特任研究員を経て現

やって後悔



つ

す。

ほ

財務部書記補

❷読書、映画鑑賞
❸一期一会
❹新しい出会いに感謝し

み

て、日々研鑽に努めたい
と思います。
教育学部准教授
かじ

梶 美保
❶三重県❖前まるこ幼稚

❹自らの価値を見出し、

ならぬ何事も

❹一年生のように心を弾



園園長

職

ませています。三十八年

まさゆき

を創りましょう。

高め、ともに日本の未来

❶三重県❖三重大学大学

きしかわ

岸川 政之

よ

❷ガーデニング

院医学研究科生命医科学

の保育歴を生かせるよう

❸人間万事塞翁が馬

専攻単位取得退学。前中
頑張ります。



現代日本社会学部教授

部大学准教授
❷ガーデニング、読書、
書道、バルーンアート
❸人生、地道にコツコツ
❹幼児教育・保育を支え

❶大阪府❖保育士、相談

髙倉

たかくら

高等学校常勤講師



❹日々コツコツと経験を

❶三重県❖三重大学教育
❸みんなちがって、みん
❶三重県

現職

ないい
（金子みすゞ）
❷ギター

❶三重県❖公立中学校を
❶三重県❖元多気町まち

❹みんなが笑顔になるこ

経て現職
の宝創造特命監

とを考えるのが好きで

学部卒。三重県立南島高

❷映画鑑賞、スポーツ、

等学校、志摩高等学校、

❶東京都❖東京藝術大学

商品開発

❷ピアノ

ることのできる保育者の

こ

員、専門学校教員を経て

い

育成に尽力します。

ま

音楽学部楽理科卒。同大

高橋 摩衣子

たかはし

教育学部准教授

5 月20日に本学第 1 グラウンドで開かれたサッカー教室

学院音楽研究科音楽学専



!!
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高等学校 春 の 遠 足

友だちと仲良くなる大きな一歩
１年７組

星に感じた未来への可能性

西 井 夏 凛

２ 年１０組

佐々木

星

私たち １ 年生にと

当日、名古屋市科学館を目にして最初に驚いたのは何

って初めての校外学

て大きい所なんだろうということだ。そして気がついた

習となる遠足はとて

ら、この限られた時間の中でできるだけたくさんのもの

も楽しかった。学校

を見ようと、科学館の中を走り回っていた。見学してい

でしか触れ合ったこ

るうちにすっかり科学館の魅力に引き込まれていった。

とのない友だちとバ

中でも印象的だったのはプラネタリウムだ。暗闇の中で

スの中や鈴鹿サーキ

光り輝く無数の星たち。その星と星との間に見えないつ

ットでたくさん話す

ながりが存在すること。そして自分たちもその星のよう

私たち ３ 年生は高校最後の遠足で長島スパーランドに

ことができた。それ

な存在であること。星を見上げながら、宇宙のように広

行った。長島スパーランドでは友だちと乗り物に乗った

までのクラスはとて

大な私たちの未来への可能性も感じることができた。そ

り、昼食を食べたり、アウトレット店で買い物をしたり

も静かで、馴染める

の可能性を信じて今後の高校生活を送りたい。今年の秋

して楽しんだ。でも、皇學館高等学校の制服を着て、学

かどうか心配だった

には楽しみにしている修学旅行がある。人とのつながり

年が揃って行動するのはこれが最後だと思うと、楽しい

が、実はみんな明る

を意識し、宇宙のような無限の広がりを友人たちと実現

中にも寂しい思いが入り混じり複雑な気持ちに……。だ

させたいと思った。

からこそ、この限られた時間を大切にし、今日一日全力

く、とても話しやす
くて安心した。

一緒に楽しみ、友情を深めた鈴鹿サーキット

長島スパーランドにて記念撮影

今以上に輝き放つ思い出に
３年９組

堀 井 美 里

で楽しもうと思えた。
帰路につくとき少し寂しい気持ちになったが、その思

でよりももっと仲良くなれた。私たちはフリーパスポー

いをかき消す程の充実した思い出が胸に残っていること

名古屋市科学館の
「不思議な鏡」

鈴鹿サーキットでは一緒に行動していた友だちと今ま
トを買ったので、たくさんの乗り物に乗った。一番楽し
かったのは ４ 人乗りで「パワー !」と大声で叫ぶアトラク
ションだ。とても楽しくて、 ３ 回も乗った。
今回の遠足は新しい友だちと仲良くなる大きな一歩だ
ったと思う。これからもクラスでさまざまな行事を経験
すると思うが、私たちのクラスならどんなことも乗り越
えられると思える一日だった。

を嬉しく感じた。 ３ 年生の私が今思うのは、皆と作り上
げた ３ 年間の思い出を糧に受験勉強に邁進していきたい
ということだ。そして来年の ３ 月 １ 日、卒業の日にきっ
と今日の遠足のことを思い出すだろう。その時、この遠
足で経験した時間が今以上に素晴らしい思い出として輝
きを放つよう、残された皇學館高等学校での時間を有意
義に過ごしたいと感じさせてくれた遠足だった。

中学校 自然体験学習（熊野古道）

初めての登山で自然に親しむ
１ 年Ｂ組

先輩としての自信につながる

堀 出 萌 絵

２ 年Ａ組

友だち、
先生の思いやりに感謝

小 林 涼 花

３ 年Ｂ組

中 川 陽 菜

初めての登山。元々体力のない私はまったく自信がな

今回の自然体験学習では「熊野古道」を歩いた。 １ 年

中学校最後の自然体験学習は、この ３ 年間で、友だち

かった。でも、予想していた登山のイメージとは少し違

生から ２ 年生になった私は、先輩に支えてもらいながら

との距離を縮められたと一番実感できる時間となった。

い、楽しんで登ることができた。途中、山の上から叫ん

も後輩を支えてあげる中間の立場となった。さらに今年

私は足を怪我していた。熊野古道を歩くのも他の人より

だ「やっほー」の声で少し疲れがひいたような気がした。

は行き先が朝熊山から熊野古道へと変わり、未体験の場

遅く、迷惑をかけた。でも、同じ班の人たちはそんな私

下りの道では ３ 年生の先輩方が声をかけてくれたり待っ

所ということで先輩についていけるか、また、後輩を支

に対して嫌な顔もせず、
「ゆっくりでいいよ」
「大丈夫？」

ていてくれたりして、私も先輩たちのようになれたらと

えてあげられるかと不安でいっぱいだった。けれど、先

などと優しい言葉をかけてくれた。おかげで、私は熊野

思った。

輩が盛り上げてくれ、 １ 年生のみんなが言うことをしっ

古道を最後まで歩き通すことができた。先生方からもず

かり守り一生懸命ついてきてくれたおかげで、不安でい

っと心配してもらって、申し訳ないと思いながらもとて

っぱいだった気持ちが自信へと変わっていった。

も嬉しかった。

その後、班別で昼食をとり、熊野古道センターで映像
を見たあと、展示品を見学した。次に間伐材のヒノキで
「マイ箸作り」をした。焦がして色を付けたり図柄を彫っ

「マイ箸作り」では熊野古道の歴史や自然の大切さ、自

今回の自然体験学習のことを私は決して忘れない。そ

然を保護してくれている人々への感謝の気持ちを学べ

して、声をかけてもらって嬉しかった分、これからは自

このような自然と触れ合うことのできる機会はとても

た。同時に普段は感じたことのない先輩としての自信を

分が声をかけてあげられるようになりたいと思った。今

良いことだと思う。また、先輩と後輩の仲も深まるなど、

感じることもでき、この自然体験学習はとてもよい体験

後行われる行事では自分のことばかりでなく、周りの友

楽しい一日となった。

になった。

だちのことを思って行動したい。

たりと難しかったが、思い出に残る作品となった。

熊野参詣道の説明

班で仲よく集合写真

まだまだ余裕で登れるよ

マイ箸作り体験

合同
オープンスクール開催
第 1 回 皇學館中学校・皇學館高等学校

開催日●

平成２7年 ８ 月 2 日㈰

昨年度好評を博した中学校・高等学校による合
同オープンスクールを今年も開催 !
中高の一体感と明るく清らかな学風を肌で感じ
ていただける機会となっています。たくさんの
方々のご来場をお待ちしています。
す■
べ■
て■
画も ◦学食体験 ■
無■
企
料
い
し
楽
◦お茶席 ◦かき氷
い ◦アイスクリーム
いっぱ

午前の部
１０：0０〜１２：３０（受付 ９：３０〜）
◦合唱部発表
◦吹奏楽部歓迎ミニコンサート
◦学校説明、入試説明
◦施設見学 ※各自スリッパをご持参ください。
◦学食体験【皇學館大学 倉陵会館】
午後の部
◦クラブ見学【高校】

１３：３０〜１５：３０

※自由参加。大会などで見学できないクラブもありますので
ホームページでご確認ください。
◦体験授業【中学校】 ◦部活体験【中学校】※自由参加

◦制服体験【中学校】
◦皇學館大学進学相談コーナー

皇學館中学校

オープンスクール ２０１5

（小３〜小６対象）

第２回
第３回

９ 月２7日㈰
１１月１5日㈰

会場 ● 皇學館中学校

内容 ● 体験授業、学校説明、入試説明 など

………………………………

皇中祭

皇學館高等学校

オープンスクール

〈学校見学会〉
第2回
第3 回

１０月 4 日㈰
１１月22日㈰

会場 ● 皇學館高等学校

内容 ● 学校・入試説明、校舎見学、

吹奏楽部によるミニコンサート、
クラブ見学（自由参加）など

１０月２4日㈯・２5日㈰

※大会などで見学できないクラブもありますので
ホームページでご確認ください。

内容 ● 合唱コンクール、
クラス展示など

※上記日程以外の見学も可能です。お気軽に
お問い合わせください。

会場 ● 皇學館大学記念講堂、
校舎

お問合せ

☎０５９６−２３−１３９８（代表）

お問合せ

☎０５９６−２２−０２０５（代表）

皇 學 館 学 園 報
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平成２7年6月15日

気付きと■
■
学びを■
生かす
フィールドワーク・
校外学習■
体■
験■
記

この春、大学・高等学校・中学校においてフィールドワーク
及び校外学習が実施された。芸術鑑賞や自然観賞、地域の
人々との触れ合い、また、仲間との交流を通して得た知見や
学びは、次のステップへの貴重な足がかりとなったようだ。

大学 フィールドワーク

体験学習の魅力を再認識
将来、
教育現場で生かしたい
中松ゼミ 

本物の迫力に圧倒され
美術への関心を一層深める
教育学科 ３ 年

阪 下 陽 祐

加藤ゼミ 

教育学科 ３ 年

中松ゼミのフィールドワークでは小笠

体数の減少を防いでいる。他にも、小笠

今回私たち美術ゼミは約１８時間のフラ

原諸島の父島を訪問した。小笠原諸島は

原固有の昆虫類の天敵であるグリーンア

イトを経てローマに行った。最も印象に

「東洋のガラパゴス」と呼ばれるほどさま

ノールの駆除のため、トラップが至る所

残ったのはバチカン美術館のシスティー

ざまな固有種が生息し、豊かな生態系に

に仕掛けられていた。また、固有種を保

ナ礼拝堂で観たミケランジェロの天井画

より２０１１年、世界自然遺産に登録されて

護する活動は研究者だけではなく、地元

だ。有名な「アダムの創造」をはじめ、

いる。

の方々も協力し、進められていた。こう

旧約聖書を題材にした ９ つのエピソード

勝 野 律 紀

父島では小笠原の生物や歴史について

した活動は大人のみを対象としているの

が鮮やかな色彩と躍動感に満ちた筆致で

の施設を見学し、現地の方に解説を交え

ではなく、子どもたちにも身近な固有種

描かれており、あまりの感動に言葉もな

ながら案内をしていただき、数多くの固

に興味を持ってもらおうと研究者の方々

く見入ってしまった。私語や写真撮影が

有種について知ることができた。また、

が小学校に出向き授業を行ったりもして

禁止されていたため、大勢の人で混雑し

コロッセオにて

陸の生物だけではなく、透き通るような

いる。

ていたにも関わらず、神聖な静寂さに包

テレビや写真で見るのとは比べものにな
らないほどの迫力だった。

海で体験したシュノーケリングや名物で

このフィールドワークを通して机上の

まれながら鑑賞できた点もよかったと思

あるホエールウォッチングでは色鮮やか

学習だけでは感じることができない体験

う。美術書でこの天井画の一部を見たこ

ほかにも、古代ローマ遺跡のフォロ・

な熱帯魚、 ２ メートルを超す巨大な珊瑚

学習の魅力を再認識した。今回得た経験

とはあったが、本物の色、放つオーラは

ロマーノやラファエロなどの傑作が揃う

礁、ザトウクジラの親子などの生物を観

や知識を日頃の研究やゼミ活動で行って

こうも違うのかとつくづく感じた。

ベルバリーニ美術館、スペイン広場、ト

察し、本土との生物相の違いに目を奪わ

いる出前授業、
将来は教育現場で生かし、

れた。こうした多様な種を保護しようと
する地元の方々の努力が各所で見られ
た。例を挙げると、小笠原に生息する固
有種唯一の哺乳類であるオガサワラオオ

本物といえば、初日に地下鉄で行った

レビの泉、サン・ピエトロ大聖堂、サン

子どもたちにとって魅力ある授業を行い

コロッセオ（ローマ帝政期の円形闘技場）も

タンジェロ城などを巡り、＂芸術の都・ロ

たいと強く感じた。

高いところでは５０メートル近くもあり、

ーマ＂ を満喫した三日間となった。ゼミ

平成26年度 フィールドワーク日程一覧 ※2・3月実施分

◆海

コウモリに関しては、作物に使用する保

◆国

護ネットを絡まらない素材に変更し、個

文

東 京 湾 をバックにおがさわら丸の船
上にて

vol.

23
遠藤 司ゼミ
現代日本社会学部
現代日本社会学科

学部

内

学部

引率教員

日程

小木曽一之

徳宏 ３ /２２〜２５ 九州・山陰地方

加藤茂外次

小孫

康平 ３ / ４ 〜 ７

豊住

深草

正博 ３ / ４ 〜 ８

中條

敦仁 ３ / ３ 〜 ７

中松
山本

九州

（鹿児島・熊本・長崎・福岡）

沖縄

教育

豊 ３ / ３ 〜１０ 小笠原諸島（父島）

直樹 ３ / ５ 〜 ９ シンガポール
明弘

中村

哲夫

市田

敏之
かよ子

杉野

裕子

渡邉

賢二

新田

均 ２ /２３〜２６ 東京都内

元塚

敏彦

叶

俊文

守本

友美

山路

克文 ２ /２３〜２６ 沖縄

鵜沼

憲晴 ３ / ４ 〜 ７

三重県内（四日市・津・伊勢）

現日

３ /２０〜２５ イタリア・ローマ

吉田

武尊 ３ /１１〜１３ 東京・横浜

米沢・会津若松

３ / ５ 〜 ９ グアム
３ / ６ 〜１１ イタリア・ローマ
３ / ５ 〜 ９ グアム
３ / ９ 〜１２ フィリピン・セブ島

リア・デッラ・ビットーリア教会にある
「聖テレーザの法悦」が改装中で見られな
かったのは残念だが、次の機会にとって
おこうと思う。
今回のフィールドワークによって本物
に触れることの大切さを痛感した。また、
個人的には卒論のテーマのヒントを得る
など、実り多いゼミ旅行になったと思う。
そして、私たち美術ゼミ全体にとっても、
絵画や芸術家、美術に対する興味関心が
より深まったと感じている。

学生コメント

本質に目を向け、自ら考え行動し、
社会に価値をもたらす人材となれ。

考えることの大切さを知る
三原隆幸 君

現代日本社会学科 ３ 年

▶

現代日本社会学科の准教授にこの春就任した遠藤先生率いる
フレッシュなゼミ。研究室では毎週木曜、未来の日本を背負っ
て立つ決意を秘めた学生たちが熱い議論を交わしています。

ていた遠藤先生からいろいろなことが学べるのではないかと思

遠藤 司 准教授（マネジメント）

の大切さ」です。自分は何ができて、未来のために今何をする

本ゼミでは現代日本社会学部のコンセプトである「日

企業訪問、社会の第一線で活躍する方々との会話を通し

本を動かそう」の信念のもと、自ら考え、行動し、社会

て、自らが感じたこと、疑問に思ったことを掘り下げ、

に新たな価値をもたらすことのできる人材の育成に取り

答えを見出す習慣を養ってほしいです。

組んでいます。

目的地・方面

誠

佐藤

毅 ３/４〜７

日程

吉田

錦

智子 ３ / ８ 〜１１ 京都市・宇治市

渡邊

現日

目的地・方面

引率教員

木村

野々垣明子 ３ / ４ 〜 ８
教育

生の大半が楽しみにしていたサンタ・マ
外

本学の初代総長でもある

本ゼミは「人間の成長」

吉田茂は「大志を抱けば天

をテーマにしています。た

下 何 も の か 恐る る に 足ら

とえば、授業では毎週 1 冊

ず」
との言葉を遺しました。

の課題本をもとに全員で意

こ の ゼ ミ で 学ぶ 学 生 た ち

見を交わしますが、正しい

が、自らを高め、本分を見

答え

を探そうとするより

出し、未来の日本を担うの

も、 自らの答え を述べる

だと決意し、社会に価値を

ことを重視しています。学

もたらす人材に成長してく

生にはこうした意見交換や

れることを期待しています。

社会に出る前に、ビジネス界の最前線で活躍され
い、このゼミを選びました。受講して感じたのは、
「考えること
べきか、それぞれ大きな目標を持つゼミのメンバーや先生と真
剣に議論を交わすのは刺激的で楽しく、ほどよい緊張感もあっ
て素晴らしい雰囲気です。卒業後は人のために尽くす仕事に就
きたいと思います。

遠藤先生は信念の人
醍醐拓海 君

現代日本社会学科 ３ 年

▶

遠藤先生の最大の魅力は、信念を持った方という
ことです。
「日本を守る」という究極の目的をもって皇學館大学
に来られた先生は、その確固たる信念のもと日夜さまざまな活
動をされており、ぶれないことの大切さを身をもって示してく
ださいます。そうした先生の姿に、現代日本社会学部を選んだ
自分たちの使命を再確認しました。将来は過疎地域をなくし、
地域独自の魅力を大切にしながら、若者たちが地方で活躍でき
る社会の実現に貢献したいと考えています。

ローズヒル校の生徒十五名が書道を初体験
た」と語った。シャノンさん
うぶ ほ

間もありません。さまざまな
文化の違いを実感でき、面白
かったです」と語った。ニコ

皇學館中学校生として自覚新たに

再会できて嬉しい。将来、小
かった。私たちの学校では授

「日 本 で の 時 間 は 本 当 に 楽 し

ニコル・スカムナキさんは

いました」と語った。

伊勢での生活を楽しんでもら

ョップ、カラオケなどへ行き、

る能の稽古の見学や、百円シ

です。土日は、私が習ってい

てきてくれたのが嬉しかった

ゃんがたくさんお土産を持っ

さん（二年七組）は「ニコルち

館中学校生としての自覚を新たにしていた。

てはオリエンテーションが実施され、新入生たちは皇學

せ、全員で楽しい時間を過ごした。八日から十日にかけ

まると、緊張が解けたのか新入生たちは一様に笑顔を見

言葉を述べた。挨拶に続き恒例のクイズ形式の催しが始

員の志村茜さんと新入生の徳田唯さんがそれぞれ挨拶の

入学式の翌日、四月八日に対面式が行われ、校友会役

カンダリーカレッジの生徒十五名と教員三名が来校。本
校生とともに神宮参拝や書道を体験し、日本の伝統文化
に親しんだ。

ーストラリアでホームステイ
した時のバディだったので、



全校生徒一一〇五名が一堂に

ホールにおいて平成二十七年

五月九日、中学校セミナー

れ、今後の抱負も含めて一言
ずつ挨拶があった。
続いて皇學館大学倉陵会館
に会場を移し、保護者・教職

役員の紹介や平成二十七年度

トによる資料映像をもとに保

多田真二教頭がパワーポイン

躍ぶりを小林誠治教務部長、

の一丁締めで会を閉じた。

保護者会新会長の谷本保明氏

時間を楽しんだ。最後は高校

わいつつ、和気藹々と歓談の

にテーブルに並んだ料理を味

明るくなり、皇學館はさらに

緊張していた時、先輩の皆さ

たいと思います。

勉強もたくさんして、頑張り

良いところだと思いました。

新しい仲間や先生方に囲ま

んが楽しく先生方の紹介をし

規律を守っていきたい

たけれど、先生も先輩方も優

入学式の時はとても緊張し

だと思ったので、規律正しく

た。どれもすべて大切なこと

の先生からお話がありまし

久 野 綾 香

しそうで安心しました。セミ

校則を守ろうと思いました。

一年Ｂ組

ナーホールでは、学校の生活

や規則についていろいろな係

新入生歓迎ドッヂボール大会

堀 内 も も

だけで投げずに、後輩の私た

先輩や体力のある先輩が多か

ちにまで回してくれました。

ＢＡ・ＢＢチームは一位と二

正直、試合中に後輩の面倒

とても嬉しかったです。私も

一年生から三年生まで学年

をみている時間はないんじゃ

そういう先輩をめざしたいと

ったにもかかわらず、相手の

ボールをしたことはあるけれ

ないかと思っていましたが、

思いました。

人が投げたボールを自分たち

ど、先輩・後輩がミックスで

先輩方は何度もボールを譲っ

位だったので、すごいと思い

プレーすることはなかったの

てくれました。運動が得意な

ました。

で、とても楽しかったです。

ミックスの男女別でゲームを

結果は四位でした。Ｂ組の、

しました。小学校でもドッヂ

一年Ａ組

“優しい先輩”をめざして

せ、汗を流していた。

た。新入生たちは先輩たちと一緒に息を弾ま

年が縦割りでチームを組み、熱戦を繰り広げ

れた新入生歓迎ドッヂボール大会では、三学

四月二十二日、第二体育館において開催さ

学年ミックスで仲良くプレー



れて、嬉しいけれど、とても

一年Ａ組

てくださいました。気持ちが

対面式・新入生オリエンテーション

学校の先生になりたいので、
業は早く終わるし、書道の時

ルさんのホスト生・西村友里

今回の経験を今後に生かした

のホスト生・中川初保さん
（三

初めての毛筆に挑戦。まず、
いです」と笑顔で話した。

五月二十一日から二十六日までの五日間、本校の姉妹

毛筆、文鎮、半紙、墨など道

校であるオーストラリア・メルボルン市のローズヒルセ

平成十四年から続くこの国
具の説明や扱い方を先生が伝
通訳のサポートをしながら授

年十組）
は
「シャノンは昨年オ

際交流事業。ローズヒル校か

業は進められた。基礎的な練

ます。芸術に

度の保護者会総会、後援会総

員の懇談、交流の機会として
恒例の合同懇親会の場が設け
られた。後援会新会長の廣耕
太郎氏による挨拶後、中学校
保護者会新会長の德田玲子氏
が乾杯の音頭をとると、会場
はすぐに和やかな雰囲気に包

の事業計画・予算案の審議も

護者に披露。総会の最後には

まれた。参加者は飲み物を手

行われ、議案はすべて賛成多

中高の新任教職員が紹介さ

「この先生だ〜れだ？」

らは二年に一度生徒が来校
間の日程でローズヒル校での
習の後、事前に用意された二

語学研修を実施している。
今回、来校したローズヒル
十の漢字の中から好きな字を

新入生対面式

校の生徒十五名はホストファ

なアドバイスを送った。一方、

生懸命勉強やクラブ活動に励

けば楽しく充実した高校生活

新入生を代表して挨拶に立っ

四月十日、新一年生を迎え

二十七年度がスタート。続い

たのは桑原礼奈さん。入学式

一つ選んで大判の半紙に書い
「龍」など、それぞれの漢字の
て新入生対面式が実施され、

ミリーである本校生徒ととも

意味が英語で説明されると、
はじめに校友会総務委員長を

を送ることができる」と、最

策、茶道等を体験。また、本
留学生らは一人一文字を選

みたい」と語り、皇學館生と

上級生としての立場から貴重

校で朝礼や終礼、授業、昼休
び、慣れない筆の扱いに苦戦

でも宣誓という大役を担った

しての意気込みを力強く話し

ての朝礼が行われ、全校生徒

み、掃除などの学校生活を送

務める青木宏介君が歓迎の挨

桑原さんは挨拶の中で「二、

一一〇五名が一堂に会し平成

り、週末はホストファミリー
しながらも、ホスト生ととも

拶を行った。青木君は「高校

て作品を制作した。
「輝」
「侍」

と過ごすなど充実した五日間
に楽しみながら取り組んでい

た。

に神宮参拝やおかげ横丁散

を過ごした。

三年生の先輩方と一緒に、一

本を訪れ、文

シャノン・レイさんは「日

生としてのルールを守ってい

五月二十五日の五・六限目
に行われた書道の授業では、
化の違いに驚

興味があるの

会が開催され、多数の保護者

いてばかりい

で、今日の書

両総会とも西谷豊事務局

道体験は日本
れることがで

長、中村貴史学校長からの挨

に参加いただいた。
き、とても印

拶のあと平成二十六年度事

のアートに触

保護者会・後援会の総会開催

た。

新入生を代表して挨拶する桑原さん

また、生徒たちの日頃の活

田中 沙都妃

え、隣に座ったホスト生徒が

皇中 NEWS

し、本校は毎年夏休みに二週

ニコルさんに教える西松さん
今年も多数の保護者の方々にご参加いただいた

数により可決・承認された。

総務部長が担当。総会では新

久美子役員、高校は中川幸洋

られた。司会は中学校が清水

業・決算報告から審議が進め

象に残りまし

漢字に添えられた＂和名＂は留学生
の名前の音に、それぞれのホスト
生が漢字を当てはめたもの
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平成

事
学

文学部助教
川島 一晃

教育学部准教授 梶
美保

教育学部准教授 高橋摩衣子

教育学部助手 鈴木 幸枝

現代日本社会学部教授
（特命教授）

司

 岸川 政之
遠藤

現代日本社会学部准教授


灰谷 和代

現代日本社会学部助教



月１日付

異
年

動
●
〔 〕内は旧職

陽子

豊

 木村 徳宏

長尾

教育学部准教授（特命准教授）


文学部助教

昇格
教育学部教授

中松

〔教育学部准教授〕

文学部准教授
〔文学部助教〕

岡野 裕行

弘考

〔財務部課長補佐〕

石橋

学校事務部学校事務室事務長


学生支援部課長補佐

典子

平成二十七年度 特 別 招 聘 教 授
茶道裏千家淡交会 参事





財団法人合気道理事長・合気道道主





弓馬術礼法小笠原流・三十一世宗家



東海旅客鉄道株式会社相談役 
鉄道情報システム常務監査役
雅楽師・元宮内庁式部職楽部楽師


学長補佐
学長補佐

兼務

学長補佐

淺沼
植芝

況が判明した。就職希望

業した六八八名の就職状

平成二十七年三月に卒

就職率は九六・七％、私立

一日現在）」では、大学の

者の就職状況調査（四月

成二十六年度大学等卒業

部科学省が発表した「平

業生を含めると七十五名

うち本学学生は過年度卒

いては合格者二三八名の

堅持した。

五％と県内大学トップを

を数え、占有率は三一・

全体に占める就職者の割

なった【表１】
。また、卒業者

者 の 割 合 は 九 八・七％ と

就職希望者に対する就職

れている。

合 は 七 〇・三％ と 発 表 さ

全体に占める就職者の割

大学は九六・三％、卒業者

明和町役場二名、玉城町

所一名、志摩市役所一名、

学校事務一名、伊賀市役

障がい雇用）、三重県小中

三重県庁二名（一名は

一）、消防三名（伊勢市一・

山 口 県 警 一・ 広 島 県 警

静岡県警一・大阪府警一・

警視庁一・岐阜県警一・

重県警七・愛知県警二・

公
 務員関係

者五五六名のうち就職決

合は七九・八％となった。

計四十一名が公務員に

定者は五四九名に上り、

平成二十六年度 卒業生就職状況

就職率は九八・七％
博氏
守央 氏

秀樹 氏

憲男 氏

寬氏

小笠原清忠 氏
須田
田尾
東儀
功氏

雅之

小孫 康平

覚明

なった。男子は全員が神

官二名、警察官十五名（三

一般曹候補生三名、刑務

蟹江町役場一名、自衛隊

一名、度会町役場一名、

役場一名、南伊勢町役場

十一名が就職した。

者が七名おり、合計で四

他に一年以上の臨時採用

名が正規採用となった。

志摩広域二）の計三十四
状況の詳細を掲載する。

職として、女子は神職八

以下に分野ごとの就職

橋本
康平

神職課程履修者のう

名・巫女二名・事務職二

神社関係

ち、神社関係奉職希望者

就職率は九八・六％ 

（大学院・専攻科含む）七

名としての採用だった。
し 就 職 率 は 九 八・六％ と

年７ 月 日 ㈯ 時〜 時
２Ｆ ６２１教室

会場●６号館

日時●平成

講演会「親子間のコミュニケー
ションと就職活動」
神職養成・教職支援・就職の各
担当による分野別説明

対象●本学生保護者（全学年）

時〜 時 分

時 分〜 時

は順調に進行してきた平

りを受け、採用に関して

企業の採用意欲の高ま

卸売・小売業、サービス

が決定した。業界別では

二七〇名（前年二三〇名）

最終的に企業・団体へは

 一般企業関係

間、選考期間の短

更や就職活動期

ュールの大幅な変

それに伴うスケジ

てスタートした。

に後ろ倒しとなっ

成二十六年度。昨年十一

売り手市場鮮明に
十四名中七十三名が奉職

なお、五月十九日付で文

菅野
小孫
雅之

政紀

愛

一禎

橋本

川合

法人本部財務部係長





現代日本社会学科主任

教育学科主任

所

京都産業大学名誉教授・モラロジー研究所教授



研究開発推進センター
副センター長

正典

正斉

平

友彦

荊木 美行
岡野

佐川記念神道博物館長


齋藤

教育開発センター長


教育開発センター
副センター長
神道学科主任


竹内

法人本部総務部書記



大津

法人本部財務部書記補

三重県小学校における 
占有率は県内トップ  教職関係

月末時点ですでに前年度

大 樹 国文 ４

二月）に、採用選考開始が

が三年生の三月（前年十

ない学生の差が見受けら

進めてきた学生とそうで

定も出始め、万端準備を

業では四月中旬から内々

しかしながら、中小企

力で支援していく。

内定を得られるよう、全

すべての学生が志望先の

の練習に対応しており、

削、集団面接・個人面接

ーシートや履歴書の添

今年度の四年生（平成

四年生の八月（前年四月）

られるフッ

と笑顔で話した。

してくれた先輩方に感謝したい」

ったので行き来がしやすく、寄贈

ブル間もゆとりのある通路幅にな

クな雰囲気になったと思う。テー

色になっていて、食堂全体がシッ

荷物を掛け 「椅 子 が 白 と 黒 の モ ノ ト ー ン の 配

国史学科四年の下村真紀さんは

デザインとなっている。

部にまで気を配ったユニバーサル

うにデザインされた取手など、細

奥行を確保。持ち運びしやすいよ

二十八年三月卒業予定

卒業生寄贈 の
ダイニングセットで
雰 囲 気一新

このほど平成二十六年度卒業生

から食堂のテーブル八十台・椅子

四十四脚・カーテン一式、社会福

クを装備す

の椅子はしっかりとした座り心地

るなど機能美を兼ね備えている。

が得られるよう、座面は最大限の

ケース一台・冷蔵ショーケース一

テーブルはグッドデザイン賞に

背もたれのシャープな曲線が特徴

も輝いたシンプルな形ながら、す

台が寄贈された。

祉学部卒業生一同より温蔵ショー

べての脚に

者）から広報活動の開始

必要がある。

れる。現在、就職支援担

（正規＝公立十二名・私立

の企業就職者数に達し、

縮などから、早期から志
十四名、臨時七名）が幼稚

業が中心となった。
一三一名（正規＝公立

園・保育園に就職した。

当部署では連日エントリ

五十六名・私立三名、講

望業界や企業を絞り込む
師七十二名）が教員（小・

とくに三重県小学校につ

人

菜 那 現日 ４

就職・採用活動時期の 
 後ろ倒しの影響で短期決戦に
中・高）として、三十三名

及び役員会報告

真

利

玲 奈 国史 ３

学科 学年

本

明

岐

康 友 教育 ３

学生名

松

山

由

助

名

小

田

大

氏

岸

田

１１

企業・団体

北村
〔学生支援部係長〕

信生
光修
玲子



浩子
〔皇學館中学校教諭〕

総会

一七名、現代日本社会学 画（案）・予算（案）などが

部一七七名、教育学部一 二十七年度の行事事業計

平成二十七年度 萼 の 会
◉萼の会役員会

伊勢シティホテルにお 部五十二名及び大学教職 審議され、盛会のうちに
いて五月十六日、午後三 員 六 十 九 名 の 出 席 の も 閉会となった。なお、新
時より萼の会の役員会が と、平成二十六年度の行 役員については左記の方

長

副 会 長

会

役職名

平成二十七年度 萼の会役員名簿（敬称略）

開催され、全国からお集 事事業報告・決算と平成 方が選任された。
まりいただいた役員六十
一名と本学教職員十四名
で総会に諮るべき議事が
審議された。

◉萼の会総会

内

愛 子 神道 ４
万由美 現日 ３

雅
一

博
賢

藤
井

加
笠

教員

教育開発センター准教授 


国文学科主任
国史学科主任

板井
加茂
大島
松浦
児玉

コミュニケーション学科主任



高等学校・中学校
配置換

晴美
修
信夫
真人
智加

安井

採用
優

皇學館高等学校教諭

岩脇

中井

有香



皇學館高等学校常勤講師



佐々木英人

皇學館高等学校常勤講師



鈴木

皇學館高等学校常勤講師



髙倉

皇學館高等学校常勤講師



藤原

皇學館高等学校常勤講師



橋本

皇學館中学校教諭




学校事務部学校事務室（中学校）
技術嘱託

昇格

太田

皇學館高等学校教諭



翌五月十七日には本学
会計監査

33人 神社
＊2 48人

近藤 玲介



英司

均

〔皇學館高等学校常勤講師〕

記念講堂において萼の会
総会が開催された。文学

教員
（幼）
・保育士

（特命准教授）
教育開発センター准教授

中
〔学生支援部係長〕

潔

新田

雅徳

圭太
〔皇學館高等学校常勤講師〕

河邑

皇學館高等学校教諭



２７

１０

１６

１６

平成２６年度卒業生
分野別就職者 H２７.５.１現在

＊１：うち７２名は講師
＊２：うち ７ 名は臨時

学生支援部課長補佐



正斉

清水

訓
睦夫

河野
深津

 中村 哲夫

田浦

外山 秀一
友彦

１５

２０

１４

福祉

26人

（特命准教授）

敦
〔学生支援部主任〕

学生支援部係長 岡村 知哉

財務部係長

功

〔総務部主任〕

 川合 一禎

学生支援部係長 玉田

〔学生支援部主任〕

烈
愛

〔総務部書記補〕

 竹内

〔神職養成部書記〕

神職養成部主任 鈴木

総務部書記

配置換
板井

教育開発センター准教授







〔現代日本社会学部准教授〕

役職
学長
副学長


文学部長

教育学部長



現代日本社会学部長


学生部長

附属図書館長

岡野

研究開発推進センター長

１４

道

神

4



270人

41人

千田 良仁
池山

内田 珠未

27

象

対

者

護

保

１５

４６
７
５３
２８
５４
８２
４６
１８
６４
３３
２３
５６
９１
９８
１８９
７３
３２
１０５
３１７
２３２
５４９

４６
８
５４
２８
５４
８２
４７
２０
６７
３５
２３
５８
９１
９８
１８９
７３
３３
１０６
３２０
２３６
５５６

５４
１３
６７
４１
６８
１０９
６０
２７
８７
４７
２９
７６
１１６
１１５
２３１
８５
３３
１１８
４０３
２８５
６８８

男
女
計
男
女
国 文
計
男
女
国 史
計
男
コミュニケー
女
ション
計
男
女
教 育
計
男
現代日本社会 女
計
男
女
合
計
計

公務員

教育開発センター助教



大津 政紀

梅川 紗綾

企画部地域連携推進室書記


財務部書記補



附属図書館事務部事務室
事務嘱託

宮下 州臣

学生支援部事務嘱託


 山口 正雄

学生支援部教職アドバイザー
（事務嘱託）

再任用
上野 秀治

文学部教授（特別教授）


白山芳太郎

文学部教授（特別教授）



任用更新
櫻井 治男

文学部教授（特別教授）


半田 美永

文学部教授（特別教授）



 毛利 正守

大学院文学研究科教授
（特命教授）

栗原 輝雄

教育学部教授（特命教授）



檜垣 博子

教育学部教授（特命教授）



就職講演会・
説明会のご案内

科

卒業者 就職希望者 就職者
B
C
A

学

H２７.５.１現在

【表 1 】平成２６年度 卒業生就職状況

就職率
C／B
１００.０％
８７.５％
９８.１％
１００.０％
１００.０％
１００.０％
９７.９％
９０.０％
９５.５％
９４.３％
１００.０％
９６.６％
１００.０％
１００.０％
１００.０％
１００.０％
９７.０％
９９.１％
９９.１％
９８.３％
９８.７％

（小中高）
131人 合 計
＊1
549人
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月 学芸員が語る三重の文化と魅力Ⅱ
「川喜田半泥子と石水博物館 半泥子が三重にの
こしたもの 」 龍泉寺由佳（石水博物館学芸員）

佐川記念神道博物館 教養講座 佐川記念神道博物館講義室

２７ 土

皇學館大学共催講座

た東海地区大学野球リー

の清水庵原球場で行われ

五月二十三日に静岡市
走り込みなどで身体作り

み、空き時間は筋トレや

その分集中して取り組
るという感謝の気持ちを

の方の支えで野球ができ

敬訪問。天満君は「多く

四年）は昨年度の三重県
にとどろかせてほしい」

からは「伊勢の名を全国

忘れず、プレーに集中し

春季リーグと今大会で最

に励んだ。投手の濱岡健

学硬式野球部が常葉大浜
との励ましの言葉ととも

グ春季選手権大会に三重

松
（静岡）
を三対二、中京
優秀投手賞に輝いた実力
に色紙と激励金の目録が

たい」
と決意を述べ、
市長

学院大
（岐阜）
を四対二で
の持ち主。安定した下半
手渡された。また、六月

士君（現代日本社会学科

破って優勝し、創部五十
身から生まれる彼の緩急
五日に鈴木英敬三重県知

県代表として出場した本

四年目にして全日本大学
自在な投球術と同部の持
初戦は開幕二日目の六

選手権初出場を決めた。
から聖地へ行くというこ

月九日、明治神宮球場で

事を訪問した際は「聖地

り強さが悲願の全国大会
とで、伊勢の名に、三重

行われ、大会最多出場の

ち味である堅い守り、粘

れているとはいえない。
出場に結びついた形だ。
の名に恥じない戦いをし

練習環境は決して恵ま
専用グラウンドがなく、
「伊 勢 神 宮 か ら 明 治 神 宮

荊木美行（研究開発推進センター副センター長・教授）

近鉄文化サロン阿倍野
４ 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会「まつりの心」
と
「おもてなし」
木村徳宏（文学部助教）

學館大学が伊勢の神宮にどのよう

ており、今年は団長という大役を

てから毎年皇居勤労奉仕に参加し

名が参加した。私は本学に入学し

七日までの日程で行われ、四十五

る。今回は二月二十四日から二十

い学生の運営による奉仕団であ

い歴史を有し、学部学科を問わな

皇學館大学の皇居勤労奉仕は長

であらせられ、天皇陛下には「ご

が皇學館大学のことをよくご存知

を代表して私が、団体名、人数を

車にて出御あそばされ、先ず団員

れてはお住まいである御所から御

が行われ、天皇皇后両陛下におか

た。皇居では蓮池参集所で御会釈

に皇太子殿下より御言葉を賜っ

賜った。最終日に、宮内庁職員か

な学生生活を」と、団員へ御言葉を

ことを申し上げた。両陛下には我 「何を研究していますか」「有意義

奉答し、三重県伊勢市から参った

ら両陛下には今回皇學館大学の学

いう格別な御言葉を賜った。

う」、また、「伊勢をよろしく」と

の奉仕に対して、「どうもありがと

皇后陛下には皇學館大学の神宮へ

奉 仕 に つ い て 御 下 問 が あ っ た。

ばされ、殊に先の式年遷宮の際の

な奉仕をしているかをお尋ねあそ

拝命した。私自身常日頃から我が

苦労様」、皇后陛下には「遠いとこ

皇居勤労奉仕報告

国の悠久の歴史と伝統に思いを馳

生が勤労奉仕に参加したことに対

ねぎらいの御言葉に感激

せ、国柄の淵源たる皇室のお役に

ろありがとう」とねぎらいの御言

ある。 

第十八代団長 齋藤佳祐

東宮御所では皇太子殿下より

立ちたいと考えていた。参加した

葉 を 賜 り 、 団 員 一 同 恐 懼 感 激 し  して大変お喜びであったというこ
とを伺い、改めて感激した次第で

た。また天皇陛下には団員の構成

団員もまた皇恩感謝の誠を捧げる

べく集まった仲間である。

す佐藤監督。全国大会に

市営球場を一日二時間借

向けては「男子三十二名、

について御下問があり、さらに皇

前向きに取り組んでき

女子九名、計四十一名の

期間中には天皇皇后両陛下並び

た」と分析する。その上

福井工業大学と対戦する。

で、「単なる技の上達や勝

部員が一丸となって最善

てほしい」と知事に勇気

敗のみにこだわるのでは

へ」を合言葉に鍛錬を重

の大会であと僅かという

督は
「最後まで諦めず、
本

柔道優勝大会で本学柔道

柔 道 男女が揃って全国大会へ
愛知県武道館で五月十

当によくやってくれた」
東海地区代表として全

い」と抱負を語った。

主なプログラム

情報をGet！

と部員たちをねぎらう。

部のめざすところ」と話

一年生ながら三位に入賞した乾君

ジュニア 男 子 十 種 に乾君が出場

をバネに厳しい稽古にも

の準備を行い、最高の結
八日に日本武道館で開催
される全日本学生柔道優
勝大会にアベック出場す
ることが決まった。男子
った。厳しい
参加条件をク

教育学科一年の乾颯人
君が十九歳以下のジュニ

リアした選手

は二年連続、男女揃って

ア世代の混成競技（十種

だけが出場で

の出場は創部以来初の快

競技）日本一を決める第

挙だ。
部員たちをここまで導

ル走、二日目が百十メー

きるこの大

トルハードル・円盤投・棒

三十一回日本ジュニア陸

準記録は五七〇〇点及び

高跳・やり投げ・千五百

いた佐藤武尊監督は今回

棒高跳三メートル以上を

メートル走となっている。

会。男子十種

跳べる者とされている。

さまざまな身体能力が

競技の参加標

乾君は五月に開催された

必要とされる走・跳・投

上競技選手権大会混成競

第八十一回東海学生陸上

技に出場することが決ま

訓（文学部教授）

検索

果を残せるよう頑張りた

近鉄文化サロン阿倍野

皇学館

TEL 0 5 9 6 - 2 2 - 6 3 1 6

なく、柔道を通して人間

皇學館大学共催講座

大学の最新

［入試担当］ 〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704

力を高めるのが我が柔道

２２ 土

友達追加で、

LINE

未来へつなぐ日本のこころ

ところで優勝を逃すなど

訓（文学部教授）

※内容は各開催日によって異なります。
詳細は随時ホームページにアップします。

皇學館大学の学びの雰囲気を
体験できる一日。

苦杯をなめた分、悔しさ

皇學館大学共催講座

※機種により読み取れない
可能性もあります。

11：00～16：00

部が男女ともに三位に入

２５ 土

の勝因を「すべては学生

競技対校選手権大会で一

の覇者は“キング・オブ・

すべての種目において優

アスリート”と称えられ

れた成績を残さなければ
競技大会は七月四日、

る十種競技。皇學館の星

年生ながら見事三位に入

五日に長野市営陸上競技

として、乾君の活躍に期

賞。六五五四点の自己新

場で開催され、一日目は

待したい。

ならないため、この競技

百メートル走・走幅跳・砲

記録をマークした。

OPEN
丸投・走高跳・四百メート

7月12日（日） 8月9日（日）

賞。六月二十七日、二十

近鉄文化サロン阿倍野
１８ 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会 大阪府の万葉集⑴
大島信生（文学部教授）

受 験 生 サ イト▶
［Campus view］
http : // kogakkan-u.
ac.jp/campusview

13：00～16：00

七日に行われた東海学生

（右）
に健闘を誓う森本監
鈴木市長
督（中央）と天満君

みえアカデミックセミナー２０１５ 三重県文化会館レセプションルーム

●体験型プログラム
●キャンパスツアー
●個別相談コーナー
●学食体験 などを予定

「学び」体験 DAY

国大会に出場するにあた

近鉄文化サロン阿倍野

り、
六月一日、
森本監督と

『古事記』
（上巻）
を読む「スサノオの命の高天原
来訪・五男三女神誕生」 白山芳太郎（文学部教授）
皇學館大学共催講座

主将の天満敦紀君（教育

〜ゆるやかにつながる神々〜 板井正斉（現代日本社会学部准教授）

８ 土

学科四年）
、
新田均部長ら

戦国貴族の生き残り戦略 岡野友彦（文学部教授）

１９ 日

たちの日々の努力。過去

。監督自身は阪急
出版社〕より抜粋）

力 監督と大学野球２』〔日刊スポーツ

本進監督の言葉です（『伸びてゆく

創部初の全国大会出場に導いた森

とは、就任七年目で硬式野球部を

引っ張り出さないと分からない」

「潜在能力は、
そいつをその場に

編集後記
◉各講座の詳細につきましては、本学ホームページにてご確認ください。
◉共催講座（近鉄文化サロン阿倍野）のみ、有料です。お問い合わせは近鉄文
へお願い致します。
化サロン阿倍野（70120−106−718）
◉佐川記念神道博物館教養講座は、事前の申込みが必要になります【先着
順】
（☎0５９６−２２−６４７１）
。お問い合わせは
へお願い致します。
◉研究開発推進センター史料編纂所公開講座・古文書講座は、事前の申
（☎０５９６−２２−６４６２）
。お問い合わせは
へお
込みが必要になります【先着順】
願い致します。
◉みえアカデミックセミナー２０１５は、事前の申込みが必要になります【先着
順】
。お問い合わせは、三重県生涯学習センター（☎０５９−２３３−１１５１）へお
願い致します。
◉その他お問い合わせは、皇學館大学地域連携推進室（☎0596−22−8635）
へお願い致します。

（現オリックス）のドラフト二位指

名を断って駒沢大に進学。卒業後
は国鉄名古屋（現ＪＲ東海）の内野
手として活躍されました。東海大
会で格下の本学が優勝できたの
は、
森本監督の指導のもと、
それぞ
れが自分の役割を理解して一二〇
％の力を発揮し、チームの総合力
で勝利したと分析します。男子は
二年連続、男女揃っては初の全国
大会出場となる柔道部とともに、

 【企画部】

皇學館の名を全国にとどろかせて
ほしいと願います。

C a m p u s 2015

「学校」見学 DAY

7月11日（土）

創部以来、初めての男女揃っての全国大会出場!

神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「出羽三山における神仏習合と神仏分離」

河野

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

１ 土

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

予約不要

りて練習を重ねる日々。

研究開発推進センター史料編纂所古文書講座 佐川記念神道博物館会議室

参加無料

詳細は次号に掲載する。

４ 土

Kogakkan University

と一緒に気合いのポーズ!
鈴木知事（前列左から3人目）

づけていただいた。

「古代文書を読む」

月例文化講座

は鈴木健一伊勢市長を表

月 １ 日・短期講習会 宮崎アニメから神道を考える⑵

8

４３１教室

４ 土

初優勝を決め、濱岡君に駆け寄る選手たち

『古事記』
（上巻）
を読む
「禊ぎ・三貴子誕生」 白山芳太郎（文学部教授）

１１ 土

近鉄文化サロン阿倍野

神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「鞍馬山における神仏習合と神仏分離」

河野

訓（文学部教授）
河野

近鉄文化サロン阿倍野

２７ 土

6

ねてきたという森本進監

「馬」から読む 深津睦夫（文学部教授）
月 平家物語を

7

明治神宮球場へ
神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「信貴山における神仏習合と神仏分離」

硬式野球部
創部初!
イベント情報（6～8月）
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