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目にはさやかに
見えねども

アクティブ・シチズンの養成着々

の活動も始まっており、

地（知）
の拠点整備事業の現況
前号で詳報の

柔道部・陸上競技部・

球部については多くの館

志摩市の次世代協働プロ

友
（卒業生）
からも応援の

ジェクトMOTANI屋

る市民）の養成を図る。今

声が届き、野球というス

通り、平成二十

の活動に参画している。

後は、地域でのアクティ

ポーツへの関心の高さを

六年度に採択さ

学生たちが自らの学ぶ

ブ・ラーニング（体験型学

うかがわせた▼日本の野

へ赴く人に対し、戦死し

勢志摩定住自立圏共生

専門領域と地域の課題解

修）を通じて、自らの学び

たときに靖國神社へ御霊

学』教育プログラムによ

決に向けた取組みとを結

を社会に還元できる能力

その後遺族を代表して

が出征した人や遺族の精

る地域人材育成」は今年

びつける視点を探求する

椿大神社の山本行恭宮司

神的な支柱となってきた

度に入り、講義科目の運

ことで、アクティブ・シ

理事に就任）
が
「
（日本の）

ことを語った。講話では

用を始めた。履修登録を

を伸長させていく。

（七 月 一 日 付 で 本 学 常 務

硬式野球部が地方大会を

所謂Ａ級戦犯が祀られた

した学生は九十六名と目

チズン（主体的に活動す

や玉城町の街づくりイベ

経緯、戦後の靖國神社な

標であった一学年の一割

れた地（知）の拠

どにも話題が及び、前権

に当たる七十名を上回

として祀ることを約束し

理事長、清水潔学長、館

宮司ならではの詳しく分

り、構成は文学部が六五

が戦歿者に向けて玉串を

友会・学生の代表も戦歿

かりやすい話に参列者は

％、教育学部が九％、現

制して全国大会へ出場を

て祖国、故郷、家族を守
者を慰霊し、平和への祈

熱心に聞き入った。

代日本社会学部が二六％

繁栄と平和国家としての

戦後七十年 館友戦歿者慰霊祭を斎行
七月二日、記念講堂で「戦後七十年館友戦歿
者慰霊祭」が執り行われた。この慰霊祭には遺
族、館友役員、理事長、学長、教職員、学生ら

るために一命を国家に捧
りを捧げた。

神道学科三年の日江井

となっている。

に慰霊祭を行ってきた

英霊の遺徳を偲ぶ
第二次世界大戦中の昭
が、七十年となる今回は

８面

和十八年、神宮皇學館に

ベースボール型授業の指導法講習会開催
■連載

館友戦歿者も含めた慰霊

７面

祭となった。

月次祭にあわせ神宮参拝

在籍していた三六五名の

４・５ 面
特別インタビュー 神宮球場へ心ひとつに

うち一五一名が学徒出陣

オープンキャンパス２０１５始まる

〜伊勢志摩で共に暮らし続けることのミライを考え合う〜

している。また、地域の

信技術）教育の一面も有

参加対象 ●学生・一般

場

分〜

時

◦参加費無料 ◦事前申込不要

たのは正岡子規だという

「野球」という訳語を与え

呼ばれていたが、これに

当初は
「ベースボール」と

う
（『日本大百科全書』
）▼

かれるようになったとい

野球連盟の全国大会が開

昭和二十七年からは大学

應義塾、明治へと広がり、

ウィルソンで、
早稲田、慶

メリカ人教師ホーレス・

東京大学へ伝えたのはア

うだ。明治五年に現在の

展とともに歩んできたよ

球の歴史は学生野球の発

果たした▼中でも硬式野

げられた英霊の礎の上に

はじまり」と神社の起源

靖國神社の本質語る

ある」と代読した。

について解説。さらに、

雄大君は「戦歿者の方々

ント・ＴＭＭＦなど七つ

慰霊祭の後、山口常務

公に功績を遺した人々の

が国家のために戦われた

点整備事業「『伊

理事より「靖國神社の本

御霊を慰霊・顕彰するの

た」と話し、神社の存在

質」と題した講話が行わ

は日本古来の文化である

捧げた。続いて佐古一洌

れた。氏は、冒頭で靖國

歩みは、先の大戦におい

祭典には、靖國神社の
神社を取り巻くマスコミ

九百名以上が参列。学徒出陣し戦死した学生と

德川康久宮司より慰霊の

館友
（卒業生）
戦歿者に哀悼の意を捧げた。

し、
二十三名が戦死した。
言葉が寄せられ、同神社

学修活動は各市町担当

３ 部が全国大会出場

第１回皇學館大学

特攻隊員もいたという。

者による講義のほか、ク

３面

地（知の
） 拠点整備事業
公 開 シンポジウム

本学では戦後五十年、六

という話が印象に残っ

時

次世代を担う若者が、自らの将来を描くとき、 
共有すべき地域の課題とは何なのか？ 
高校生と大学生そして伊勢志摩圏域の若手職員が
「オトナ」にはない感覚で考え合います。
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金

時●

くなってきている。私た
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ちが正しい知識をもって
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時〜
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基準は「国難に際して、

問合せ



た。今までの認識の浅さ

イズ、質疑応答、レポー

ことに言及し、明治天皇

を感じた」と話した。教

の勅令のみでいきなり建
てたのではなく、民意と

報道に触れ、「今の報道の
在に至るまで、靖國の本

リモコン式回答ツールを

■Ⅰ
■Ⅱ
■Ⅲ

尊い命を国家に捧げられ

拠点ＣＬＬ（コミュニテ

使うなどＩＣＴ（情報通
社は明治維新による戊辰

伝えていかなければ」と

所●
皇 學館大学

戦争で、国家のために殉

た一点にある」と強く訴

話がある。子規の幼名は

とができれば」

ル
（球）」と名付けたとい

もじって「の
（野）」
「ボー

「升（のぼる）」で、これを

と期待を述べ、 ストスピーカー派遣、伊

うものである▼この話、

は世に広く知られていた

勢市産業支援センターと

わけだろう。慣れ親しん

上島憲会頭は

る。また、地元企業への

だものほど、その起源は

真偽のほどは定かではな

インターンシップ先の紹

名の知られた人に仮託さ

いが、
それほど、子規の名

伊勢志摩を世

介、地元学生の地元企業

れやすい傾向がある▼平

連携した学生の市内企業

界に発信でき

就労支援、伊勢志摩地域

見学会などを予定してい

るチャンス。

の商工会議所・商工会ネ

を控えた今、

学生の新しい

「サミット開 催

ルへの参加や授業へのゲ

☎０５９６・２２・８６３５

皇學館大学 企画部 地域連携推進室
じた人々の御霊を祀る神

ィ・ラーニング・ラボ）で

伊勢商工会議所 と 連携協定締結
②

地域の活性化・雇用機会
の増大に関すること

皇學館大学における地域
課題解決学修やインター

考え方を取り

成三十二年に東京オリン
業の促進、起業家の育成

ットワークを活用した連
会議所。そこで、これら

入れ、地域の
「攻 め の 社 会 人 養 成 講

調印式で清水潔学長は

ピック・パラリンピック、
に関すること

君の活躍が楽しみだ。

三十三年に三重県での国
前条の目的を達成するた

みせた。

めていく。

携事業の検討等でも協力
の実績を基により発展的

今後の具体的な連携事

を仰ぎ、地域活性化や地
な協力関係をめざそう

「大 学 の 持 つ 資 源 を 商 工

業としては、創業スクー

魅力づくりに
座」の開催をはじめ各種

会議所の情報力を借りて

取り組みたい」と意欲を
交流会や意見交換の場を

めに必要と認められるこ

地域の発展につなげるこ

体とスポーツの祭典が続
と、次の四項目で連携協

と。

③起

ンシップ等を通じた人材

17

域の発展に貢献できる人
設け、地域の活性化や人

定を締結した。①地域産

④その他

30

く。本学園の学生生徒諸
業の振興及び創出による

六月三十日に行われた

13

材育成を一致団結して進
材育成に協働して取り組

育成に関すること

調印書を手にする上島会頭（左）と清水学長

んできた本学と伊勢商工

印式が執り行われた。

を締結。六月三十日に伊勢商工会議所において調

域の活性化と人材育成に貢献しようと、連携協定

化等の分野で相互の機能向上、資源活用を図り地

本学と伊勢商工会議所は産業・観光・教育・文



表情を引き締めた。

齢化し、伝える人が少な

んは「戦争を知る人が高

ト提出が主。クイズでは
としてまとめたものと説

育学科一年の村田真菜さ

姿を理解してほしい」と

しての慰霊の思いを国家

多くは、その起源から現

靖國神社の由緒について説く山口氏

人材育成・地域活性で協力

えた。また、「国家が戦地

明。そして、英霊を祀る

30

社として建てられたのが

述べた。続いて「靖國神

16 14 13

質を捉えていない。真の

の前権宮司・山口建史氏

企画を練る学生たち

十年の節目に学徒を対象
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初出場、初戦突破

福井工大を完封

対戦。健闘及ばず〇 三

強く戦う姿に感動した。

学科三十五期卒）は「粘り

に凱旋帰郷。小雨が降る

選手たちは六月十一日

ってほしい」と選手たち

果を生かし、平常心で戦

健闘を称えた。

見せた部員たちを労い、

濱岡君は特別賞を受賞

で敗れたものの、初めて

【 ・ 面に関連記事】

を送りだした清水潔学長

はその言葉通りの活躍を

中、記念講堂前でバスか

ら降りる森本監督、天満

懐かしい面々に会えたこ
とも嬉しい。仕事を休ん

出場した全国大会で初戦

り御礼申し上げます。皆様のお力添えにより選手たちは精

突破という堂々たる成績

この度硬式野球部の全国大会出場に際しまして、多くの

た。大会前の壮行会で「新

一 杯 戦 う こ と が で き ま し た。 皆 様 の ご 芳 志 に 厚 く 御 礼 申 し

主将らメンバーを教職員
になるなど、皇學館愛の

しい時代の幕開け。日々

で新幹線で飛んできたり

強さを改めて感じた」と

積み重ねてきた練習の成

を残し、神宮球場にその

君（教育学科四年）は「投

誇らしげに語った。

リーを放ち先制。これが
東京入りする前に伊勢

手を中心に全員で守り、

皆 様 か ら 物 心 両 面 に わ た る ご 支 援 を 賜 り ま し た こ と、 心 よ

の神宮を、初戦前には明

チャンスを確実に生かす

や学生が拍手で出迎え

力投で勝利を呼び込ん
治神宮を参拝し、心を一

という自分たちのスタイ

大学グッズがすぐ売切れ

だ濱岡君は初回、コント
つにして臨んだ大会だっ

ルを貫き通すことができ

名を刻んだ。

ロールが定まらず、連続
た。森本監督は「『伊勢の

決勝点となった。

全日本大学野球選手権大会 硬式野球部

「伊勢の神宮から明治神宮へ」を合言葉に

全国初勝利の相手は三
四球を与えるなどして一
神宮から明治神宮へ』を

初戦を突破した。
十八回の大会最多出場を
死二、三塁といきなりピ

攻撃では二死フルカウン

た。九回裏、福井工大の

れてきてもらって、本当

どもたちにはここまで連

合言葉にやってきた。子

賞した濱岡君は「感無量。

チングで大会特別賞を受

り返った。粘り強いピッ

た」と満足気に試合を振

学生柔道優勝大会に初の

た平成二十七年度全日本

日に日本武道館で行われ

六月二十八日、二十九

ね、この大会に臨んだ」と

を目標に厳しい練習を重

「男 女 で 入 賞 す る こ と

戦敗退となった。

れず、さらに精進してい

なった。この悔しさを忘

かり、収穫の多い大会と

で、「課題もたくさん見つ

次鋒戦に出場した太郎丸君

た相手である。その福井
トから四球で出塁。次打

マウンドからの眺めは爽

男女共、来年に向け雪辱誓う

学校法人 皇學館

野球部
（部員八十八名）
が
誇る福井工業大学。二年
ンチを招く場面もあっ

工大と大会二日目、六月

に感謝している」と選手

快で、気持ちよかった」

大君
（教育学科二年）
の内

本学は五回表、福岡導

ポーズ。駆け寄るメンバ

ち取ると、両手でガッツ

をセンターライナーに打

には本学学生、教職員の

パブリックビューイング

記念講堂で実施された

の鈴木健一市長も駆け付

た。神宮球場には伊勢市

クリーンで試合を見守っ

学を三 一で下し初戦を

を飲んだ。男子は関西大

二で敗れ、初戦敗退と涙

は秋田大学と対戦。一

男子十種・乾君、無念の棄権

出場に自信が付いたよう

の男女揃っての全国大会

が必要かを肌で感じるこ

舞台で上位を狙うには何

したい」と雪辱を誓った。

来年こそ上位入賞をめざ

翌十日、ベスト８をか

レビＺＴＶ伊勢放送局の

十名が集い、ケーブルテ

職する高山陽充氏（神道

球部ＯＢで乃木神社に奉

が熱い声援を送った。野

と当たり、〇 七で二回

たものの強豪・筑波大学

突破。次戦に駒を進めた

三人制に出場した女子

野安打と矢野英太郎君

ーとハイタッチを交わし

け、館友など約百五十名

全日本学生柔道優勝大会 柔道部

九日に神宮球場で対戦。
者にヒットを許し、走者

たちの頑張りを称えた。

エース・濱岡健士君
（現代

二塁を守り主将としてチ

とができた。男女共、今大

一、二塁のあわや同点、

きたい」と語った。佐藤

逆転という緊迫した展開

悔しそうに話すのは主将

会を通じて得たことをこ

日本社会学科四年）が四

アベック出場を果たした

れからの稽古に生かし、

安打無失点の好投で相手

と顔をほころばせた。

武尊監督は「優勝した筑

ームをまとめた天満敦紀

波大学と対戦し、全国の

に。しかし、濱岡君は落

の稲田達哉君（教育学科

打線を抑え、一 〇で完

四年）。それでも、創部初

ち着いた投球で最終打者

（コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学

ほか一般市民など約百三

塁の好機を作ると、杉山

けた二回戦では昨年準優

協力で設置された大型ス

である宮川泰夫氏に本学名誉教

長で同学部創設の最大の功労者

現代日本社会学部の初代学部

が公務員に合格。二期生も九名

からは三重県庁二名を含む九名

二十六年三月に卒業した一期生

育成の成果はめざましく、平成

針のもと進められた研究と人材

の折衝をはじめ新学部創設に奔

構想から携わり、文部科学省と

識者を本学に招聘。本学と本学

界、伝統文化に関わる多くの有

また、その幅広い人脈から財

的に推し進め、学部教員の質的

員の学位取得、著書出版を積極

学部を牽引し、さらには学部教

新』を出版。研究者としても同

学科一年）。六月五日から

入賞した乾颯人君（教育

大会・男子十種で三位に

学生対校陸上競技選手権

五月に開催された東海

場であったが、十種目中

悪化。優勝を狙っての出

ら痛めていた脚の状態が

臨んだものの、大会前か

技にランキングトップで

上競技選手権大会混成競

ない。

を発揮してくれるに違い

の名を背負い、再び本領

を克服した暁には皇學館

念の棄権となった。ケガ

二種目を終えた時点で無

三団体 が

学長奨励賞 受賞

人に贈られる「学長奨励

授与式は七月十日に行

賞」を受賞した。

われ、学長より賞状と奨

この度、全国規模の大

との学長の言葉に表情を

一層の活躍を期待する」

励金の授与を受けた各団

会に出場した硬式野球

見せつけた。陸上競技部

し、過去には何度か入賞

引き締め、さらなる高み

体の代表者らは、「今後の

を果たしているが、優勝

進していきたいと意気込

をめざし、今後も日々精

みを語った。

部、柔道部、陸上競技部

外活動等で特に顕著な成

の三部が研究活動及び課

その後、七月四日、五日

には、長野で行われた第

三十一回日本ジュニア陸

績を挙げた団体または個

は初めての快挙だ。

からも約三十名が出場

学生の大会でその実力を

西日本で最も権威のある

録をマークし見事優勝。

は六六九四点の自己新記

大会（西日本インカレ）で

学生陸上競技対校選手権

された第六十八回西日本

七日にかけて岐阜で開催

日本ジュニア陸上競技選手権大会 混成競技 陸上競技部

喜びを分かち合った。

球場や大学での応援熱く

封勝利した。

本学柔道部。



創部五十四年目にして初
前に行われた練習試合で

上げます。

となる全日本大学野球選
は〇 二一と大敗を喫し



手権大会出場を果たし、

森本進監督率いる硬式

5

科二年）の犠打で二死二
由起君（現代日本社会学

勝の強豪・神奈川大学と

が寄せられている。詳細

授の称号が贈られることが決ま

走された。翌年四月に同学部が

部教育の質の向上に貢献された

向上にも力を尽くされた。今年

が公務員となり、地域社会を担

設置されると初代学部長に就

ほか、国際的に著名な地理学者

三月をもって退職されたが、引

宮川氏は平成二十一年四月に

任。
「天の時、地の利、人の和を

でもある氏は本学に着任以降も

き続き非常勤講師として本学部

う人材の輩出に確かな実績を積

大切にして、現代日本が抱える

研究に注力され、『文明と経済の

の教育に情熱を注がれている。

本学文学部特別招聘教授として

課題を解決できる人材」の育成

相生』、『文化の深化と地域の革

み上げてこられた。

に心血を注がれた。氏の教育方

着任。現代日本社会学部設立の

った。

宮川泰夫 氏が名誉教授に

科三年）が左前にタイム

編纂した他に類を見ない

は次号に掲載する。

神宮の研究をはじめ、
長年の調査研究が結実

創立百三十周年・再興

学術書群として高い評価

巻

儀式踐祚大嘗祭儀」

正誤並人名索引

総説篇／資料篇（全３冊）
／年表篇・写真篇／

■
５ 皇學館大學百三十年史の刊行

「續日本紀史料」 全

■
４ 續日本紀史料の刊行

「訓読・註釈

■
３ 儀式踐祚大嘗祭儀の研究

「地域・福祉・文化」

■
２ 福祉と地域連携に関する総合的研究

「荒木田経雅著作撰集」「久邇親王行実」

「大神宮故事類纂総目録」「伊勢神宮研究文献目録」

「神宮と日本文化」論文集

■１ 神宮の総合的研究

五十周年の佳節にあわ
せ、長年取り組んできた
研究の成果を書物として
まとめるべく進められて
きた周年記念学術研究事
業。このほど最後の一冊
が刊行され、全三十三冊
の学術書として結実し
た。本学と精神的、学問
的に縁の深い「神宮」の
研究をはじめ、いずれの
研究においても膨大な数

4

!

皇學館大学創立百三十周年・再興五十周年記念学術研究事業

硬式野球部、柔道部、陸上競技部が日
頃の練習の成果を見事に発揮し、全
国大会出場という快挙を成し遂げた。

の関係諸史料を整理し、

名誉教授の称号を授与された宮川氏（中央）

皇學館の名、全国へ


5 回 2 死 2 塁、
杉山君のタイムリーで 2 塁走者の福岡君が生還

20
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始まる

上小倉准教授が
文化新人賞受賞

事」発見ＤＡＹ〉が六月

ー プ ン キ ャ ン パ ス〈
「仕

今年度第一回となるオ

本社会学部の学部長が各

学部・教育学部・現代日

スタートした。続いて文

のか、和やかな雰囲気で

日の日曜日、今年度一回

晴天に恵まれた八月二
の校友会の生徒自らが学

れ、学校説明では中・高
クラブ体験、中学では五

午後の部は、高校では

しており、大学進学にお

子中学生は「教師をめざ

中高合同 でオ ー プ ン ス ク ー ル 開催

十四日に開催され、およ
学科の特徴や求める人材

整っているところに惹か

そ五百名の来場者で賑わ

た。また、第一回だけの

れた」と語り、明和町の

ける支援体制がしっかり

いて、中学校・合唱部に

特別企画として皇學館大

女子中学生は「少人数制

教科の体験授業が行われ

〜皇學館を楽しもう〜」
よる合唱と高校・吹奏楽

学の説明ブースが設置さ

校の魅力をプレゼン。続

は終了。参加者は昼食を
が皇學館高校・中学校合
部によるミニコンサート

目の「オープンスクール

オープニングは田浦雅
とると、キャンパスツア
同で開催され、県内各地

像を熱く語り、午前の部

徳学生部長が務め、大学
ーや個別相談コーナーな

発な質疑応答や意見交換

の「なるには塾」でも活

中学は九月二十

語った。次回は、

わってきた」と

上小倉一志准教

県芸術文化選奨」に本学で書道を

このたび「平成二十六年度愛知

八・二十二年に日展において入選

（雅号・積山）
として活躍。平成十

大学大学院に進み、学ぶ傍ら書家

せられた。同大学を卒業後、筑波

き、それぞれの神社で厳粛な雰囲気

の中、学業成就の祈願をしていただ

いた。その際の神職の方の堂々とし

た態度や知識の幅広さから、神社の

奉仕への熱意を感じた。本学の卒業

生の方にもお会いすることができ、

将来の我々の姿を具体的にイメージ

することができた。めざすべき神職

の姿を常に意識し、大学での講義や

実習を実りあるものにしていきたい

日・十四日の二日間、担任の木村徳

れらの学びをより深めることにつな

学びをしており、今回の経験は、そ

切さである。日々、大学では多くの

二つ目は実際に足を運ぶことの大

と思う。

宏先生と石井世津子神職養成担当課

私たち神道学専攻科では六月十三

員引率の下、京都の六社を参拝見学

いかづち

がった。社殿建築や境内の雰囲気、

も わけ

神社と地域とのつながりといったも

か

した。十三日は八坂神社・賀茂別 雷

のは、その地でなければ体験するこ

み おやじんじゃ

神社・賀茂御祖神社に、十四日には

とはできない。実際に足を運んでみ

も

吉田神社・北野天満宮・松尾大社に

ると、写真や文章からは感じ取れな

か

正式参拝した。今回の参拝見学を通

じんじゃ

して学んだ二つのことをこれからに

れた時間の中で充実した学びを得る

いものが必ずある。一年という限ら

ために、積極的に行動し、成長の糧

生かしていきたいと考えた。

一つ目は、めざすべき神職の姿で

ではＥＣＣ外語学院の専

れている。そこで、本学

成・確保の重要性が叫ば

たグローバル人材の育

強すればいいのかわから

験に向けて自分でどう勉

幸さんは、「ＴＯＥＩＣ受

ーション学科二年の塩崎

加したというコミュニケ

五名がレベルチ

多くの学生が英語力をブ

い講義を通して一人でも

専門講師による質の高



採用

平成



平成

年

月１日付

年６月

日付

大学事務局学生支援部 
木場本香織

事務嘱託



解兼務

藤原

正憲

法人本部事務局企画部係長



平成

恵子

年７月１日付

大井

法人本部事務局財務部主任





配置換

藤原

正憲

大学事務局学生支援部係長



〔大学事務局企画部係長〕

研究開発推進センター

大井 恵子

〔大学事務局財務部主任〕

（事務室）
主任



大橋

池山

結香

幸志

〔附属図書館事務部書記〕

長谷川寛子

〔研究開発推進センター
（事務室）
事務嘱託〕

 中村 多恵

大橋

池山

結香

幸志

長谷川寛子

法人本部総務部事務嘱託



法人本部総務部書記



法人本部事務局企画部主任

兼務

〔大学事務局学生支援部栄養士〕

管理栄養士

大学事務局学生支援部

職名変更（昇格）



大学事務局総務部事務嘱託



大学事務局総務部書記

〔大学事務局学生支援部主任〕



大学事務局企画部主任

〔 〕内は旧職

ある。御由緒や祭祀について現任神

門講師を招いてのＴＯＥ

ず、受講を決めた。講義

ェックテストを



にしていきたい。

ＩＣ対策講座（五〇〇点

は問題を解くのではな

受け、自身の英

ラッシュアップできるよ

人 事 異 動

職の方から丁寧に説明していただ

七名・教育二名・現日一

目標コース・二

く、実際に会話したりペ

英語力向上をめざし参

十コマ）を開講。

アワークがあったりと試

名）が受講手続をとった。

五月九日に一回

験に即した実践的な内容

開が加速していることに

目の講座が開か

語力を確認。そ

する予定。

う、今後も継続して開催

語った。

とができた」と満足気に

で、集中して取り組むこ
受講者につい

れた。

伴い、高い語学力を備え

企業の海外への事業展

学びを深めた
参拝見学
の上で十三名

ては、まず二十

日 野 新太郎

神道学専攻科

った。

の概要や学生生活を紹

の授業や、語学教育に力
を入れているところが魅

れ、内部進学に興味のあ
る生徒や保護者らが熱心

力的。在校生徒が明るく

が開かれた。その後、中・
高に分かれ、生徒の案内

に質問や相談をしてい

ハキハキしていて、自主

から一三五〇名が参加し
た。
による校舎見学、学食体

た。津市から参加した男

ど、それぞれ目当てのイ
ベントに向かった。
午前の部では、まず各
学校と入試の説明が行わ

性をもって学校

験が行われた。

介。本学を酒蔵に例える
などユーモラスな語りに
参加者の緊張もほぐれた

「学生相談カフェ」「なるには塾」が盛況


内容や留学制度、通学時

がなされ、めざす職業が

七日、高校は十

生活に取り組ん

間、施設に関して等、相

決まっている参加者はと

月四日の開催を

している本学ＯＢ・ＯＧ

談していた。計十六名の

くに刺激を受けたようだ。

予定している。

ち寄り、興味のある学科

学生スタッフも多彩な疑

七 月 十 一 日 に は〈「 学

だ。六号館一階のラウン

問や質問に丁寧に回答。

校」見学ＤＡＹ〉、翌十二

とりわけ盛況を博した

利用者からは「資格取得

日には〈「学び」体験ＤＡ

でいることが伝

についてよくわかった」

Ｙ〉が開催され、三日間

をアドバイザーに招いて

「普 段 の 生 活 を と て も 詳

で計一一八五名が来場し

の学生スタッフに授業の

しく教えてくださったの

た。なお、十一月一日に

ジには多くの参加者が立

で、具体的にイメージで

は〈「大学祭」同時開催Ｄ

のは「学生相談カフェ」

きた」など、感謝の声が

ＡＹ〉が予定されている。

教える国文学科

を果たすと、同二十五年には第三

中学校で行われた
数学の体験授業

寄せられた。また、教員

授が推薦され、芸術文化の向上に

十回読売書法展読売新聞社賞、同

TOEIC 対策講座が

経験豊かな専門講師による効率的な授業 （国文三名・コミ

6



スタート
や神職、保育士、学芸員

将来にわたって貢献することが期

二十六年には第六十四回中日書道

といった職業に就き活躍

待できる個人または団体に贈られ

展記念賞、改組新第一回日展に入

「芸 術 は 人 々 に 感 動 と 夢 を 与 え

上小倉先生が書に出会ったのは

後進の育成・指導にも優れた手

るものでなくてはならないとの大

選するなどめざましい功績を挙げ

腕を発揮し、本学書道部の学生が

村知事の言葉を少しでも実現する

中京大学時代。楢本樹邨氏の書道

一万超の出品点数を誇る「全日本

ことができるようにこれからも努

入選したのは既報の通り。

高校・大学生書道展」で最高賞の

力していきたい」と上小倉先生。

ている。

大賞を受賞したり、一昨年の読売

大村秀章愛知県知事（左）と記念撮影

今後のさらなる活躍が期待される。

の授業を受け、その字の強さに魅

る「文化新人賞」を受賞した。

トレードマークであ
るピンク色のＴシャ
ツを着て、参加者の
相談に応じる学生ス
タッフ

書法展において過去最多の七名が

30

現場の話が聞ける
貴重な機会となっ
た「なるには塾」
改組新第一回日展入選作品「蘇軾誌」

27

27

27
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天満敦紀 主将

つに

るのが１８時過ぎになったりと、どうしても全体練
習の時間は限られるため、時間を有効に使う練習
天満敦紀（てんま あつき）

内容を選手たちと考え、実践してきました。また、

教育学科 ４ 年。主将で二塁手。小
学 ３ 年から野球を始め、
中学生の時
はクラブチームに所属。出身高校の
「いなべ総合学園」
におけるレギュラ
ーとしての最高成績は東海大会ベス
ト ４ 。今回の全国大会出場を受け、
「高校時代の恩師がとても喜んでく
れました」
と語る。

練習の準備、グラウンド整備、後片付けも全員で

本音で話しあったことで
信頼関係が深まりました

福井工大との試合に勝った瞬間、喜びを分かち合う濱岡君たち

行い、練習の移動もランニングで行うなど、選手

天満●この教えがあったからこそ、
「投手を中心に

たちが自主的に考え、 １ 分 １ 秒を無駄にしない集

守りぬき、足をからめて、チャンスは必ずものに

中した練習を行っていると思います。

する」という自分たちのスタイルにつながったん

天満●グラウンドでは誰一人として遊んでいませ

だと思います。正直、スーパースターがいるわけ

んし、練習も実践的、効率的な内容でした。たと

でもなく、ましてやバッティングに関しては、劣

えば、
「ケースバッティング」では、
「 １ アウト １ 、

るくらいです。その中で勝つには、自分たちの野

３ 塁、内野ゴロで １ 点を取る」と具体的に場面を

球ができるかどうか。大舞台で粘り強さを発揮で

設定するんです。そして、バッターがボールを打

きたのも、普段からこのスタイルを意識して練習

天満●昨年の秋季リーグが下から ２ 番目と不甲斐

った瞬間走る、という練習を繰り返します。実際、

や試合に取り組んできた結果だと思います。

ない成績だったので、アルバイトを減らしてもっ

東海大会で同じ状況になり、 １ 点を取ることがで

と練習時間を増やそうと提案したんです。僕とし

きました。

辛かった時期というと？

目標を持って
あきらめずに努力すれば、
結果は変わってくる

ては部をいい方向に持っていきたいがための発言
だったのですが、反発を招いてしまって……。で
も、その時にみんなで徹底的に本音で話しあった
ことで信頼関係が深まりました。それからですね、

置かれた環境で
ベストを尽くすのが
プロフェショナル

に生かしたいですか。

チームが変わったのは。自分たちで決めたことは
必ず実行しようと、普段の生活においてもしっか

天満君は野球部で学んだことを今後どのよう

限られた環境が、むしろ工夫につながるわけ

天満●僕は教員をめざしているのですが、目標を

り挨拶する、皇學館の名に恥じない礼儀正しい振

ですね。

もってあきらめずに努力すれば、結果は変わって

る舞いをするといった部訓をきちんと守るように

森本●決して恵まれているとはいえない環境で練

くるということを身をもって体験できたので、子

なりました。すると段々練習時も声を大きく出す

習してきた選手たちが神宮に行けたのは、本当に

どもたちには、夢や目標を持つことの大切さを伝

ようになって、無駄口をきくこともなくなり、全

素晴らしいこと。
「置かれた環境の中でベストを尽

えていける教師になりたいと思います。

員が真剣に取り組むようになりました。

くすのがプロフェショナル」と私は思うんです。
まずは、今あるものの中で、精一杯努力する。試

１ 分 １ 秒を無駄にできないので、
集中力がつきます

合中なら、場面場面に応じて、常にベストな方法

また一からコツコツと
強いチームをつくれたら

を考え選択できる選手になろう。そうすれば、野
球以外の他の場面でも必ず成功する考えが生まれ

監督、今後の硬式野球部の目標をお聞かせく

るようになると思います。社会人になった時、お

ださい。

話題となりました。

そらく全部が全部、自分が思い描いた素晴らしい

森本●神宮で選手たちはいろんな経験をさせても

森本●昨春改修された近隣の市営倉田山球場で平

環境ではないでしょう。そうした困難に直面した

らいました。この経験を生かし、選手たちと共に、

日の夕方、 ３ 時間ほど練習させてもらえるように

とき、この言葉を思い出し、実践してくれれば、

また、一からコツコツと強いチームを作っていけ

なりました。しかし、曜日によっては授業が終わ

必ず良い方向に道は開けると信じています。

たらと思っています。

練習といえば、専用グラウンドがないことも

6 月11日、無事に本学に帰学した硬式野球部員たち

全国大会出場の証である額縁を手に記念撮影
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特別インタビュー

森本進 監督

天

神宮球場へ心ひとつに

就任 ８ 年目にして硬式野球部を悲願の全国大会出場へと導いた森本進監督。
監督と二人三脚でチームをまとめ上げた天満敦紀主将。

森本

二人の目を通して、三重県リーグで下位をさまよっていたチームが
大学野球の聖地・明治神宮球場に立つまでの軌跡をたどります。

選手たちが一戦ごとに
ものすごく成長してくれました

進（もりもと すすむ）

平成２０年に本学・硬式野球部監督
に就任。度会町在住の５７歳。宇治
山田商業高校時代は俊足の遊撃
手として名を馳せた。阪急に ２ 位指
名されたが駒澤大学へ進学。社会
人野球の国鉄名古屋（現JR東海）
で
プレーした後、平成 ２ 年に伊勢に帰
郷。伊勢市の建築会社に勤務。

トを尽くそうと、最終戦の四日市大との試合の前
にある鈴鹿大対四日市大との試合を一人で見に

監督の喜びとは、
選手たちの可能性に寄り添えること

（偵察）行ったんですよ。鈴鹿大が勝てば優勝が決

全国大会出場を振り返って感想をお願いしま

まる試合だったんですが、四日市大が勝って……

素養を見出し、潜在能力を引き出す秘訣は？

す。

といろいろな条件が重なり、最終的に皇學館大が

森本●選手たちが高い意識を持っているから、良

森本●三重県リーグ、東海大会（代表決定戦）と選手

勝率で上回り、東海大会へ進むことになったんで

い結果につながるんであって、秘訣なんてないで

たちが一戦ごとにものすごく成長してくれました

す。そういった主将の熱意が選手たちに伝わり、

すよ。今年の ４ 年生も人数も１０人ほどと少なく、

ね。全国大会では落ち着いて堂々とプレーしてく

最終戦の総力戦へとつながっていったんだと思い

正直目立たない学年でしたが、
「素直で謙虚でまじ

れて、非常に頼もしく思いました。３５年ぶりに神

ます。

め」という伸びる要素を持ち、コツコツと努力し
た結果だと思います。天満にしても、本当に周り

宮球場に連れて来てくれた選手たちには、本当に
活躍した投手の濱岡健士君は監督の「大学生

の状況に目を配れる選手で、私がいなくても適切

天満●入部したときは神宮に行けるとは思っても

の体を作れ」という言葉が転機になったと話して

な指示を瞬時に出せる、部に欠かせない存在だと

いませんでした。信じられないというか、まさか

いました。

➡学園報53号参照

思ったからこそ、主将に抜擢しました。実際、大

という気持ち。あきらめず、チーム全員でここま

森本●濱岡が伸びると思ったのは、彼が １ 年生の

きく成長し、素晴らしい活躍をしてくれました。

で頑張ってきて本当に良かったです。

秋だったか、ある試合で「濱岡行け」と指名した

選手たちの潜在能力は、本当に計りしれない。監

ら、
「本当に僕でいいんですか」と言ったんです。

督の喜びは、こうした選手たちの可能性に寄り添

感謝しています。

あきらめず、
チーム全員で頑張ってきて
本当に良かった

「投げたくないのか」と聞くと「いや、行きたいで
す」「投げさせて下さい」「試合で投げられること
が、本当に嬉しいんです」と。結果、彼はメッタ
打ちをされるんですが、その試合がポイントだっ

三重県リーグでは、コールド負けした試合も

えることだと思います。

お前を神宮に行った
最初の主将にする

たのではないでしょうか。高校時代、公式戦無登

ありました。

板という悔しさもあったんでしょう。彼の研究心、

天満●鈴鹿大に １ 対 ８ でコールド負けした後は、

向上心、なにより自分がマウンドを最後まで守る

天満●とても嬉しいです。じつは、監督に「お前

全員が意気消沈しました。しかし、他力ながら僅

んだという覚悟が、成長を後押ししたんだと思い

を神宮に行った最初の主将にする」と言われたこ

かな望みがあったので、四日市大との最終戦まで

ます。もともとコントロールは良かったのですが、

とがあって、胸に響きました。期待に応えたいと

全力で戦おうと部員には伝えました。

大きく成長してくれて私としても非常に嬉しく思

思ったし、一人で悩みを抱かえて辛かった時期も、

森本●天満が優れているところは、最後までベス

います。

この言葉がすごく励みになりました。

監督の言葉を聞いて、天満君はいかがですか。

大会特別賞を受賞した濱岡君
初戦の福井工業大学戦には、卒業生などおよそ150名が全国から応援に駆け
付けた

全国大会の開会式で挨拶に立つ天満君

五月二十九日から三十一日
ドミントン部、剣道部、弓道

受賞した。また、卓球部、バ

し、昨年と同じく総合二位を

第六十五回 三重県高等学校総合体育大会

にかけて行われた今年度の三

卓球部

全国高校総体出場者

管沼春菜・山口來美

女子シングルス 菅沼春菜
女子ダブルス

柚

神田昌峰
栗原大祐
早川雄斗

谷水亜里紗・齋藤

バドミントン部
女子ダブルス

剣道部
井上夢斗
西村一真
和田吉勝
和田優人

重県高等学校総合体育大会。
男子団体

川村ゆり

部が優秀な成績を収め、全国

女子個人

大会への出場権を獲得（下表
参照）
。
日頃の練習で鍛えた力
男子個人

弓道部

県内の高校のべ一三一〇校か

を存分に発揮してくれると期

ら約一万六千名の生徒が参加

待したい。

し熱戦を繰り広げた同大会に
おいて、
本校女子
（全日制女子
池田雅基

の部）
が五十八・五点をマーク
護者の方が見られた。
私どもは、生徒の希望に寄
り添って、その希望がかなう

計五名が教育実習＆進路講話

離感がなかなかつかめずに躊

めは生徒たちや教職員との距

高生の間に体験したこと、後

全校生徒を前にそれぞれが中

場にした「進路講話」では、

また、セミナーホールを会

った。

展開ができるようになってい

たきっかけ」と語った。山際

もらった経験が教師をめざし

みを相談し、解決へと導いて

先生に悩

三の時に

語）は「中

先 生（ 国

中山幸美

活躍していくための資質を高

積み重ね、今後、教員として

育実践の場で得がたい経験を

期間ながら、各自が生きた教

バイスをした。

を送ってほしいといったアド

と団結して有意義な学校生活

と、クラスや部活の仲間たち

ら二十六日にかけて、一泊二日の

一年生七十名が六月二十五日か

里さんは「実際に自分自身が

た。新総務副委員長の村木彩

今後、生徒の皆さん全員が

をお願いした。

枚の用紙にまとめ、教室掲示

出、収入についての説明を一

とや、その科目のスペシャリ

躇する様子がしばしば見受け

輩に向けて参考としてほしい

弓絵先生（養護）は高校時代、

おります。参加していただき

日程で「ともやま公園キャンプ村」

クラスマッチが七月十四日・

準備や運営に関わってみて、

校友会総会の重要性を理解

ストである学校の先生方に積

られた。しかし、指導教諭か

ことなどが熱く語られた。中

ました保護者の皆様に御礼を

十五日の二日間にわたり行わ

大変だったけど、こうした行

し、学校をよりよくするため

極的に質問した方がいいこ

らアドバイスを受けると次第

西洸介先生（国語）は「努力す

める機会となった。

今期は計五名の実習生が本

に生徒たちの輪の中へと積極

部活と勉強の両立に努めたこ

校で教育実習に臨んだ。はじ

的に入っていき、授業も事前

るためには夢が必要」と話し、

申し上げます。

れた。両日とも各地で

事は多くの人たちの協力があ

に、その在り方について質問

の感想を紹介する。

志摩の自然の美しさを実感

盛り上が

箕 田 萌 乃

ったキャ

一年Ｂ組

私はこの二日間を通して、

ンプファ

楽しい思

志摩半島に浮かびあがる山や

い出にな

島の自然がとてもきれいだと

友達と二人で声を掛け合っ

イヤーは

て、シーカヤックを漕いで渡

りました。

いうことを実感しました。

った海は、風も気持ちよかっ

いしくできました。後片付け

二日目の校長先生の講話は

が協力した大縄や、クラス一

ポーツレクでは、女子みんな

気がして嬉しかったです。ス

野外活動センターで一つ屋

の時、食器や台所洗いなどを

教育勅語や令旨だけでなく、

脚が楽しかったです。

先生に褒められた
一日目、外国語活動で双六

一 生 懸 命 に し て い た ら、先 生

いろいろな歴史的なお話もあ

『古事記』や『日本書紀』などの

根の下で眠った一夜は、友達
などをして英会話を楽しみま

が「龍登はきれい好きやね。

たです。大自然の中、班で作

した。シーカヤックではゴー

大活躍やわ〜。ありがとう」

ったカレーライスや、全員で

ドン先生とペアになりまし

って、とてもわかりやすかっ

たです。

いかに大切かを学んだ、忘れ

できたと思います。団結力が

う意識が強かったため、優勝

みんなでボールをつなぐとい

Ｂのクラス目標を達成したい

重ね、勝利を掴め」という三

員で協力し、「熱き思いを積み

ようにつなぐ心を忘れず、全

ど今後の行事も今回の大会の

いの二日間でした。

最高に楽しく、笑顔いっぱ

との距離がグーンと縮まった

た。声を掛け合い、息を合わせ

と褒めてくださったので、気



て漕ぐことができました。夕

持ちがよかったです。

果、自分たちのクラスは総合

優勝することができました。

どの試合も大接戦で何度も苦

ように全力で挑みました。自

体育大会や百人一首大会な

られない大会となりました。

しみ、本当に大変でしたが、

分だけでなく、誰もがその気

つなぐ意識の大切さ
自分にとって最後のバレー

持ちで臨んだと思います。結

三年Ｂ組

ボール大会。昨年以上に楽し

と思います。

み、クラスが総合優勝できる

音 羽 拓 実

Ｔシャツを身に付け、一致団結して熱い戦いを展開した。

フトバレーボールを楽しんだ。全員がカラフルなクラス

七月二日にスポーツ大会が実施され、第二体育館でソ

団結力を学んだスポーツ大会



食のカレーも班で協力してお

一年Ａ組

三週間・四週間の限られた

に準備した段取りに基づいた



介され、大変濃い中身であっ

最高気温が三十五度を

ってこそ初めて成功するとい

や意見が活発に飛び交う総会

藤 田 龍 登

一年生がともやまで宿泊研修

た。三年生の時と同様、説明

よう応援し続けたいと思って

況報告並びに進路に向けての

超える非常に暑い日と

うことがわかった」と感想を

外国語活動の様子

女子は総合二位。四部が全国大会へ



のべ三百名以上の保護者が参加
保護者対象 進路説明会

話があり、説明会終了後も担

いただいた。最後に学年の現

の三年生保護者対象進路説明
会終了後も担任に相談する保

五月十六日の午後、本年度
会が開催された。ご多忙中に
任に相談する保護者の方がお

くらいの

なったが、生徒たちは

述べた。なお、ソフトバレー

へ宿泊研修に行った。以下に生徒

見えになるなど充実した説明
また六月六日の午後から、

毎年、校友会総会には会員

久保雅人

も関わらず、百名以上の保護
会となった。

進路指導部部長

者の皆様に参加していただ
第一部では進路指導部から
一・二年生保護者対象進路説

るかを知

明会が開催され、二百名以上

ることは、

入試の実際等について説明さ

するかを決定する。審議され

この学校

せていただいた。第二部では

る内容は一見難しく、私たち

費用がか

第一部では進路指導部から

が判断するのはまだ早いよう

である全校生徒及び先生方が

昨年度の進路状況の報告、一

の保護者の皆様に参加してい

が知っておきたいこと」とい
年生の文理選択や二年生の大

で生活を

進研アドの河野政文氏が「子

うテーマで講演。保護者は受

に思われる。しかし、クラブ

送る一員

かってい

験に対してどのような対応を

学・受験科目決定についての

費がどのように分配され、学

参加し、会費をどう使い分配

すればよいかなど有益な情報

説明等を行った。第二部では

である以上、必要だ。今年は

ただいた。

を幅広くお話ししていただ

校行事にどう運用され、どれ

全校生徒が校友会の一員とい
う自覚を持って総会に参加し

ソフトバレーボールとソフ

暑さに負けない熱い声

てほしいと、総会の前に各支
トボールの二種目に分かれた

援を送り、クラスごと

中川初保

となることを願っている。
前総務副委員長

ボールは二年二組が、ソフト



に同色のＴシャツを身

熱い声援響いたクラスマッチ

遠足や部活動などの様子が紹

6 月 1 日に行われた校友会総会

き、大変興味深く拝聴させて

どもの進路について、保護者

全員が校友会の一員



き、有意義な時間となった。

昨今の入試事情を
丁寧に説明

ボールは三年四組が優勝した。

熱戦が繰り広げられた

皇中 NEWS

賞状と楯を手に記念撮影

にまとって全力で闘っ

どのクラスも全力投球!
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７７,７８１

５,３６９,１７６ △１８５,３９２

えますが、教育者とし

す。今年齢六十四を迎

の人生を歩んでいま

で、今春より妻と第三

アイルランドの首都

それは豊かな自然の中で暮

切で、よく挨拶をします。

おり、礼儀正しくとても親

の気質は日本人に似通って

す。アイルランドの人たち

なるにはケルト語が必修で

本校はアイルランドの名

れません。

らしているからなのかもし

ての締め括りをするためにダブリ
ンに来ています。

補習校は幼稚園を併設し、主に

２２８,９７２

１０８,０４０

８,０００

第 ４ 号基本金

３９４,０００

３９４,０００

０

２０,０２９,２７７

１９,７９２,３０５

２３６,９７２

３,９０１,６１６

△４４,７０８

消費収支差額の部合計 △３,９４６,３２４ △３,９０１,６１６

△４４,７０８

４,６５１,２１８

４,７６１,４４９ △１１０,２３１

人件費

２,８５３,１１０

２,８６１,１２８

△８,０１８

教育研究経費

１,３８９,４６１

１,４５１,５５２

△６２,０９１

４６３,４４６

４８１,１６２

△１７,７１６

借入金等利息

４,３３２

４,３３１

１

資産処分差額

７,２９４

７,９８２

△６８８

基本金の部合計

２０,０００

●消費収支差額の部

２８０,２３８

トリニティカレッジにて

３,９０１,６１６

３,９０１,６１６

３,９８８,０４１

３,９４６,３２４

前年度繰越消費支出
超過額
翌年度繰越消費支出
超過額

預り金

１８,４２４,４８３

１８,７０４,７２２

負債の部、基本金の部及
び消費収支差額の部合計

４４,７０８

負債の部合計

３,９４６,３２４

８６,４２５

●基本金の部

消費収入の部合計②

翌年度繰越消費支出
超過額

当年度消費支出超過額

５７,４１５

△２３６,９７２

（０）
２０,０００

◦記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
◦貸借対照表の注記は省略しています。

日本企業から派遣された家庭の幼

１９,２９０,２６５

１１６,０４０

１９２,２６５

７１１,６６０

門、トリニティ大学で学ん

１

０

小中の子女が在籍しています。ア

１５６

１５０,０００

でいる日本人学生にも授業

１５７

１５０,０００

を手伝ってもらっていま

資産売却差額

４４

イルランドは英語圏であるため、

長期未払金

３２３,６６３

子どもたちは平日現地校に通い、

１９,５１９,２３７

第 ３ 号基本金

１５０,０８１

７６９,０７５

４,９９８,４２２ △１１０,６９８

△２３６,５０６

［予備費］

６０,６９９

△１６,０４１

３２３,７０８

から語学研修に来ている若い神官

第 １ 号基本金

当年度帰属収支差額
①−③

前受金

４,８８７,７２４

基本金組入額合計

管理経費

△６８,５１４

△６,６３１

帰属収入合計①

●消費支出の部

１,０９８,９９８

５７,７６８

１,２１５

に偶然出会いました。外国人の来

９,９１５

８７,９７３

４,８０６,１５７

０

１２５,３０９

４６６

６,７０４

１,１５９,６９８

流動負債

退職給与引当金

４１,７２７

△６５０

す。こちらの大学は入るのも難し

２１８,２７９

２,５３３,７９５

●収支差額の部

２２８,１９４

４,７３７,６４３

４３,７５０

１１８,６７７

１７,５２４

△２３,６４５

２,６２１,７６９

消費支出の部合計③

４３,７５０

未払金

８,２２５

２２４,８４２

短期借入金

２５,７５０

雑収入

２０１,１９７

事業収入

６４,３１９

△３１,１６２

資産運用収入

２,２８８

６６,１２０

く、また卒業まで行き着くにはさ

△６,７６１

土曜日に本校で国語や算数・数学

９,９３７

８,８１２

を学びます。始業前に子どもたち

１１,４３８

２,０５０

日が多くなったため、神社も英語

２１,３７６

らに高いハードルがあります。で

△１５０,５４４

と朝の会を行いますが、日本国旗

３２５,１９３

の習得が必要になっているとのこ

１７４,６４９

すから、彼女たちは非常によく勉

△１１７

未収入金

強し、アクティブに生きています。 とでした。

１２３,４１８

３９２,９４６ △２２６,０５１

を掲げて校歌を歌います。私にと

１２３,３００

１６６,８９４

って日本を身近に感じる時間でも

研修旅行費等
預り資産

奨学金引当
特定資産

ッフとして、新入生をも

７,０５７,８６０ △１８５,３９２

シャムロックの国アイルランド

６,８７２,４６７

また、過日ヨーロッパ最大規模の

支出の部合計

あります。

２９２,４３１

の自然や人々との触れ合いを通し

補助活動支払資金

て、人生のよい締め括りが出来れ

２,０８１,６３０ △２２６,０５１

公園、フェニックスパークで開か

１,８５５,５７８

れた日本大使館主催のエクスペリ

次年度繰越支払資金

アイルランドはイギリスの隣に

４０,６５９

あるケルト民族の国です。現在は

４,９７６,２３０

ばと思っています。

５,０１６,８８９

エンスジャパンに行き、明治神宮

当年度資金支出合計②

英語が主要言語ですが、公務員に

△２６,０７９

現金預金

１,６３８

ダブリン日本子女補習校 校長

△１２５,９３８

流動資産

６７,３３６

文学部国文学科 第 ８ 期（昭和４８年 ３ 月）卒
【連絡先】E-mail 0914monishi@gmail.com
△１５２,０１８

2 消費収支計算書

１２３,０１９

△２１,９４４

７６８,３６５

△２,０３１
２０,０００

１,１３６,７７６

１３７,８１２

７３７,２０３

３９２,９４５

２９４,４６３
１３８

１２９,７２４

１１５,８６８

補助金

２４３,５３９

１,６８８,６８４
１２７,８３９

１,２０１,０９６

寄付金

長期借入金

２,９９４,６３９

２,０８１,６３０
１２７,９７７

２７,２７４

固定負債

３,２３８,１７９
その他の支出

△４３,７５０

△１１,０６２

８,０００
△６５５

１７５,０００

８８,１４５

１０８,０４０
１１,１０８

４３６,５５０

１,４３４,７９６

７７,０８３

１１６,０４０
２３１,７６８

４３５,８９５

１３１,２５０

●負債の部

１００,０００
２４２,８７７

資産運用支出

１,４６２,０７０

△２４,３６８

手数料

３,７１３,１０７

２００,０００
設備関係支出

２８０,２３８

３,６８８,７３９

３００,０００
９,３６３

１８,４２４,４８３

学生生徒等納付金

△３３,７４４
１００,１３８

１８,７０４,７２２
資産の部合計
異

１４５,４２５

（０）
２０,０００

差

１１１,６８０
１０９,５０２

５６

算

１９０,０００
施設関係支出

△５５６

決

４３８,６７４
０

０

算

６２８,６７４
１

４３,７５０

５５６

予

０
４,３３１

４３,７５０

０

目

１,２３３,３６５
４,３３２

借入金等返済支出

５６

●消費収入の部

１,２３３,３６５
借入金等利息支出

退職金引当
特定資産
施設維持引当
特定資産
学生寮施設維持
引当特定預金
学園財政調整
引当特定預金
第 ３ 号基本金
引当資産
［予備費］

単位：千円

平成２6年 ４ 月 １ 日から平成２7年 ３ 月３１日

△５４８
△１５,１０５

前払金

消費収支計算書（法人全体）

３,９８６

卒 業 生 奮 闘 中 ！
０

３,４３７
４５３,０８２

長期貸付金
４３７,９７７

大西 正展さん

!

てなしてくれることでし

０
４,９６０

管理経費支出

篠田学術振興基
金引当特定資産
津田学術振興基
金引当特定資産
教学振興基金
引当特定資産















△８８６,３０９

５,１８３,７８３

１０,０００

資金支出調整勘定

当年度資金収支差額
①−②

煌 いて
寮祭の経験生かし、

△８０８,５２８

当年度資金収入合計①

月次祭にあわせ神 宮 参 拝

資金収入調整勘定

４,９６０

預託金

で中止になり、今日が初

図書

１０,０００
差入保証金

めての神宮参拝。すごく

０

生かされ釘を一切使わず

５,６２０

に建てられていると知り

△１３,５１０

ょう。寮祭で得たものは

５,６２０

緊張しましたが、四月の

敷金

４,９０６

△１,５９１

２６３,７０６

驚きました」と感じ入っ

０

３６,９８２

１０,３５１

２,１６３,６２６
５０２,０２７

一生の宝物。この経験を

０

９,５９６

９１２,８１２

３３,９６０
７６９,０７５ △１４０,５１２

４８８,５１６

生かし、様々な場で寮生

３,９５９

９,５９６

２,７９１,８９５

８,７６０

２,４２７,３３２
車輛

分も含め、しっかりと神

３,９５９

有価証券

９１７,７１９

１,８４２,１５４

様に日々の感謝を伝える

電話加入権

７,０５７,８６０ △１８５,３９２

２,８２８,８７８

１,８７６,１１５
６２８,５６３

その他の収入

たちが「煌」いてほしい

１,６８８,６８４

６,８７２,４６７

教育研究経費支出

２５,６３１
前受金収入

減
増

と思います。

１,６８８,６８４

収入の部合計

人件費支出

△６７２

５０,９４１
その他の機器備品

単位：千円

中学校一年Ａ組の尾㟢

貸借対照表

今年のテーマ「煌」が浮かび
上がる感動のフィナーレ
前年度繰越支払資金

●支出の部

７８５,９８２

７６,５７２
△２３,５６６

７８５,３０９
２１９,９２８

教育研究用
機器備品
１９６,３６２

△３８,８５１

雑収入

その他の固定資産

たように話した。

資金収支計算書（法人全体）

ことができました」と満

この計算書は、決算日における資産及び負債、基
本金、消費収支差額の内容及び在り高を明示し、学
校法人の財政状態を明らかにすることを目的として
います。

足そうに話した。

3 貸借対照表
この計算書は、企業会計におけるキャッシュフロ
ー計算書に近いもので、
当該会計年度の教育研究
活動及びその活動に付随する全ての資金の動き
と内容を明らかにすることを目的としています。

開君は「五十鈴川の水で

1 資金収支計算書

参拝後、
清々しい表情の高校生徒

学校法人皇學館の平成２６年度決算は、平成２７年 ５ 月２５日開催の理事会で承認さ
れましたので、ここにその内容を公表します。
なお、公式ホームページ（http://www.kogakkan-u.ac.jp）の大学概要の IR情報の
事業報告平成２６年度にて、教育研究機関・事務組織・入学生数・在籍者数・卒業
生数・進路（就職）状況及び法人の事業実績、財務の概要説明等を公開しております
ので、併せてご覧ください。
平成２６年度収支決算書は、以下のとおりです。

手を清め、真っ白いハン

学生生徒等納付金収入

短期貸付金

この計算書は、企業会計における損益計算書に
あたるもので、帰属収入（負債とならない収入）から
基本金組入額（施設や設備などの取得にあてる額）を
控除した消費収入と消費支出を比較して均衡状
況を明らかにすることを目的としています。


















ふじ
しろ
あ お い



寮祭 行事担当 藤 代 葵 紀




（神道学科二年）

六月十七日の月次祭に
先
生
の
説
明
に
聞
き
入
る
生






あわせ、
中学校・高校の全
伝えるメッセージカプセ
六月二十一日、寮生に
徒もいた。





生
徒
・
教
職
員
が
神
宮
を
参
ル等の催しでたくさんの
よ
る
寮
生
の
た
め
の
一
大
イ
高
校
一
年
七
組
の
上
田
直




拝した。一年生にとって
笑顔が咲きました。
ベント・第五十四回寮祭
輝君は「皆と一緒に参拝


は初めての神宮参拝であ
こうしてグループで協
が盛大に開かれました。
するのは初めて。とても


っ
た
が
、
神
聖
な
雰
囲
気
の
力し、支え合いながら準
今
年
は
二
年
生
も
一
年
生
と
厳
粛
な
雰
囲
気
で
、
一
年
生


中、正殿で無事に参拝を
備を進めてきた結果、寮
一緒に楽しみながら寮祭
全員が同時に拍手した瞬

カチで拭いたらとても気
済ませることができた。
祭は大成功
寮祭を通
を盛り上げようと企画。
間は身が引き締まりまし


持ちよかったです。神様
その後、高校一年生は三
じて新しい友達ができた
当日は、各グループ毎に
た」と感想を述べた。一


に感謝の気持ちが伝わっ
グループに分かれ、荒祭
り、結束がますます強ま
工夫を凝らしたムービー
年八組の岩城玲那さんは


てほしい」と初々しく語
宮、風日祈宮、宇治橋を 「宇 治 橋 が 日 常 か ら 神 聖
ったことを実感しまし
の上映や二年生がオリジ


り、一年Ｂ組の川添紗朱
見学。メモをとりながら
た。楽しさを実感した一
ナルの振付を考えたダン
な世界への架け橋である


さんは「四月の参拝が雨
年生は、来年は運営スタ
ス、日頃の感謝の思いを
ことや、船大工の技術が


平成26年度 収 支 決 算 報 告

宇治橋を進む中学校生徒

６７６,３９１

１０,７６３

６３７,５３９
△１６,１９８

１４,９８６

構築物
５７,９２５

２５,７５０

０
△３１,１６２

△２４５,４８４

△１３,５５７

７６８,３６５

５５１,３４９
１２１,９２５

９,３４９,０４７
１０８,３６８

７３７,２０３

５５１,３４９
寄付金収入

９,１０３,５６３

４１,７２７

３６,６９８

△２２７,００７
補助金収入

建物

事業収入

１５,４２９,８４４
１３,２６６,２１７
△１１,０６２

土地

資産運用収入

１５,４６６,５４２

１３,０３９,２１０
△２４,３６８

８８,１４５

有形固定資産
３,７１３,１０７

７７,０８３

固定資産
３,６８８,７３９

手数料収入

立替金

科

●資産の部
●収入の部

前年度末
本年度末
目
科
異

平成２7年 ３ 月３１日
単位：千円

平成２6年 ４ 月 １ 日から平成２7年 ３ 月３１日

差
算
決
算
予
目
科

販売用品

平成２7年8月20日

皇 學 館 学 園 報
（7） 第57号

近鉄文化サロン阿倍野
５ 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会 日本書紀を読む
仲哀天皇紀・神功皇后紀
大島信生（文学部教授）

「海の日」の七月二十日、日本野球機構・教育学会により
教員をめざす学生を対象にした「ベースボール型授業」の
指導法講習会が行われ、元塚敏彦准教授のゼミ生を中心に
約五十名が参加。元読売ジャイアンツの平岡政樹講師から

ジしやすいよ」「球を速く

使うと体の動きがイメー

『パクッ』
などの擬態語を
確認していた。

前半で習った指導法を再

け、要点を書きとめたり

高校の体育教師をめざ

「ル ー ル を 簡 素 化 し た り

投げようとする子もいる

よ』と思いやりの観点か
遊びの要素を取り入れ

しているという教育学科

実施された学習指導要領
ら教えてね」等、具体例
て、子どもたちが楽しく

ので、『相手が捕りやすい

気象庁より東海の梅雨
において、「ベースボール
を挙げながら効果的な指
学べるようにすることが

指導法の秘訣を学んだ。

明けが発表された七月二
型」球技が小学校中・高
導法を伝授。学生たちは

二年の髙木瑳くらさんは

十日、本学で「ベースボ
学年の体育授業で必修化

球を投げることが大事だ

ール型」授業の指導法講

ど、さまざまな力を養え

わかりやすい説明の仕方

擬音語や擬態語を使った

我真也君は「安全管理に

後半は第一グラウンド

るとわかった」と感想を

など、参考になる話ばか

立てたりすることで判断

施されたもの。講習会に
から七二二教室に移動。

話した。小学校教員が目

大きく頷きながら、熱心

は元塚敏彦教育学科准教
平岡講師の指導用教材や

りだった」と語った。

をめざす学生に適切な指

授のゼミ生を中心に約五

標という同学科三年の曽

対する意識が高まった。

大事だと思った。作戦を

遠藤慶太（研究開発推進センター准教授）ほか

２６ 土

研究開発推進センター史料編纂所公開講座 佐川記念神道博物館講義室

２６ 土

皇學館大学共催講座

ャイアンツアカデミー
でを対象にした野球教

（幼 児 か ら 小 学 六 年 生 ま
室）の指導員を務める平
岡政樹氏に講師として来
ていただいた。
前半は、平岡講師が普
段子どもに教える手順で
学生を相手に実技指導。

三重県生涯学習センター×皇學館大学三重テラス

橋本雅之（現代日本社会学部教授）

地震による強い揺れが始まる

確認及び講評をいただいたほ

報、学生等の避難全般について

二号館から避難したという学

数秒〜十数秒前に地震の発生を

生は「
『避難してください』と言

か、水消火器を使用した訓練に

Ⅳ講時終了後、行われた。地震

われても具体的にどうしたら良

学生十名が挑戦した。

に伴い火災が起きた想定でアナ

伝える「緊急地震速報」を利用

ウンスが流れると、学生や教職

いかわからなかったので、普段

しての訓練が、七月二十三日の

員は一斉に避難場所である九号

から避難経路を把握しておくこ

し、その予算が適正なの

とが重要だと思った」
、また水消

か？」など厳しい質問が

館前の芝生広場へ避難。この速

で販売し伊勢茶と三重を

飛んだ。参加学生は資金

報システムの導入により地震到

ＰＲする予定で、交通費

を得ることの難しさを痛

火器訓練に参加した学生は「消

されている。今回は、東

等を申請した。

感したと思うが、その分、

火器を使ったことが無く、使い

京の靖國神社など遠方取

三チームとも力のこも

資金を有意義に使い、素

達前に机の下への避難や出口確

の資金交付が決まった。

材を行うための交通費を

ったプレゼンテーション

保などの対応ができるようにな

「名古屋市科学館・生命

申請。最後は「宇治山田

を展開したが、審査員か

方も知らなかったので、使い方

ラボの実演」チームの企

プロジェクト」チーム。

った。また、伊勢市消防署職員

画は、本学で開発した理

オリジナル伊勢茶を大垣

がわかって良かった」と感想を

科の実験教材を名古屋市

晴らしい結果を出してく

話した。

科学館で来場者に使用し

らは「本学にとって具体

の方に本学教職員による避難場

た。これは地域連携や学

や宇治で開催される「全

所への誘導、消防署への電話通

ジェクト」の公開プレゼ

てもらうというもの。ア

い きのむらじはかとこのふみ

近鉄文化サロン阿倍野

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講義室

１ 日・短期講習会『伊吉連博徳書 』
初期遣唐使の記録
加茂正典（文学部教授）

１７ 土

皇學館大学共催講座

学芸員が語る三重の文化と魅力Ⅱ
「産業振興と博物館」 松月清郎（真珠博物館館長）

近鉄文化サロン阿倍野

２４ 土

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

２４ 土

皇學館大学共催講座

訓（文学部教授）

４３１教室



年度は三チームから応募

十万円）が支給される。今

ら活動資金（一件最高二

プロジェクトには大学か

検討したうえで、優れた

の。活動の目的や効果を

大学がサポートするも

主体となって行う活動を

ー・チューブにもアップ

勢放送局で放送され、ユ

成した映像は、ＺＴＶ伊

度から活動しており、作

局」チーム。彼らは昨年

學館大学・大学生テレビ

を申請した。続いて、「皇

し、メンバーの交通費等

観察などについて説明

ワヨトウ血球の食作用の

んでもらおうと、「夏休み

て日本人の感性や心を学

文化に関する体験を通し

日本の伝統文化や郷土

国まちづくりカレッジ」

開催され、伊勢市とその

日、神道博物館講義室で

二十六日、八月七日の両

親子教室」が今年も七月

的な効果は？」「企画に対

てはり絵アートを制作。

のもと、「真珠貝」を用い

島・真珠博物館のご協力

今年は、ミキモト真珠

れると信じている。

 【企画部】

で平成七年から

道博物館の共催

館と佐川記念神

宮徴古館・農業

た。これは、神

六十名が参加し

の保護者計約百

児・小学生とそ

周辺地域の幼

に仕上がった。大きな葉

君は、「思ったよりきれい

の小学四年・掛橋宏太朗

で参加した伊勢市一志町

弟、妹、母親との四人

り絵アートを作成した。

に挑戦。オリジナルのは

なデザインを考えはり絵

お話」を聞いた後、好き

珠博物館館長から「貝の

参加者たちは松月清郎真

げ、
満足気に話していた。

た」
と、すべて一人で仕上

っぱを作るのが難しかっ

毎年行われてい

細かい作業に真剣
な面持ちの参加者
たち

るもの。

神宮徴古館・農業館
共催
佐川記念 神道博物館

夏休み親子教室

真珠貝 ではり絵アート

があり、厳正なる審査の

えてくれます。

を信じることの大切さを教

喜び」との言葉は、伸びる力

に寄り添えることが、監督の

進監督の「選手たちの可能性

した。同部を率いてきた森本

破という快挙を成し遂げま

部が全国大会初出場・初戦突

をさまよっていた硬式野球

張です。長年、県リーグ下位

を出す傾向がある」という主

間は期待された通りの成果

ーゼンタールが提唱した「人

の教育心理学者ロバート・ロ

ますか？一九六四年に米国

う言葉を聞いたことはあり

「ピ グ マ リ オ ン 効 果」 と い

編集後記

結果、全プロジェクトへ

「チャレンジプロジェクト」公開プレゼン
六月二十五日、四三一

内活性化のために学生が

水消火器で実際の使い方を学ぶ

ンテーションが行われ

避難
訓練

教室で「チャレンジプロ

代表＝大杉紗代（教育四年）



平成 年度 チャレンジプロジェクト企画
名古屋市科学館 生命ラボの実演 
〜理科教材を使った地域貢献〜



皇學館大学大学生テレビ局

ウォーミングアップに続 【採用】交付金額七万円
い て「 捕 る 」
「投 げ る」

「打つ」
といった基本技能

近世文書を読む 谷戸佑紀（研究開発推進センター共同研究員）

１７ 土

代表＝田畑美里（現日二年）

第１６回 高校生英語スピーチコンテスト

２５ 日



神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「貴船神社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

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講義室

緊急地震速報を利用し
◉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
化サロン阿倍野（70120−106−718）
へお願い致します。
◉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】
。お問い合わせは☎0５９６−２２−６４７１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
込みが必要になります【先着順】
。お問い合わせは☎０５９６−２２−６４６２へお願
い致します。
◉みえアカデミックセミナー２０１５移動講座・三重県生涯学習センター×皇
學館大学（三重テラス）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。

イアンツ投手で現在はジ

ビデオを用いた講義を受

力や思考力が身に付くな

わかりやすい解説に時折

古代史書の世界 荊木美行（研究開発推進センター教授）

１９ 土

全 三チームに活動費支給

十名が参加。元読売ジャ

に耳を傾けた。

されたことを受け、教員

近世文書を読む 谷戸佑紀（研究開発推進センター共同研究員）
みえアカデミックセミナー２０１５移動講座 熊野市文化交流センター多目的ルーム

（左）
勉強になったと話す曽我君
と髙木さん

導法を学んでほしいと実

習会が行われた。
これは、

熊野権現と伊勢神宮 多田實道（文学部准教授）

１２ 土

宇治山田プロジェクト

皇學館大学共催講座

近鉄文化サロン阿倍野

１０ 土

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

【採用】交付金額二十万円

近鉄文化サロン阿倍野
３１ 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会『荘子』
を読む 松下信道（文学部准教授）

〜映像を通じた地域活性化〜

の練習や試合形式のゲー 【採用】交付金額十八万三千円 代表＝花井祐士（現日三年）


うまし国伊勢志摩神話と日本文化

平成二十三年度より全面

『古事記』
（上巻）
を読む
「天石戸ごもり・天石戸開き」白山芳太郎（文学部教授）

１２ 土

27

『古事記』
を読む（上巻）
「五穀の起源〜八俣大蛇
退治」 白山芳太郎（文学部教授）

ムを行った。平岡講師は

近鉄文化サロン阿倍野
３ 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会 古文書を読もう
関ヶ原 ２ ヶ月前の家康書状
岡野友彦（文学部教授）

９ 金

名張市役所 大会議室

皇學館大学ふるさと講座

３ 土

４３１教室

月例文化講座

安全管理における留意点

文学を旅するには？ 岡野裕行（文学部准教授）

１０ 土

の ほ か、
「球 を 捕 る 時 に

月 「名張の自然環境」 外山秀一（文学部教授）

10

訓（文学部教授）
河野

４３１教室

５ 土

月例文化講座

ベースボール型授業の指導法講習会開催

月 旅人の文学 熊野街道を行く  髙倉一紀（文学部教授）

9

「打つ」技能の習得に効果的な「ぶんくる体操」
。腕を横に振り腰を回転する動きを学ぶ

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

プロに野球指導のコツ学ぶ
イベント情報（9～10月）
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