だ

❖歌ごよみ ❖

さくら

たづ

桜田へ
ゆ

ち がた

鶴鳴き渡る
あ

年魚市潟
しほ ひ
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潮干にけらし

Ｃ事業を通して、地域の

長は冒頭の挨拶で「ＣＯ

て、齋藤平教育開発セン

一歩だ」と語った。続い

で地域の未来を考える第

に捉われず、自由な発想

るか」の問いには、十四

後、今のまちに住んでい

い る 」 と 語 っ た。「 十 年

と自然は密接に関係して

多様な世代が対話できる場を

と語る一方で、志摩市役

感じる商業施設がほしい

は駅周辺に伊勢らしさを

だった。高校・大学生ら

化」
「地震津波対策」など

生 の 力 」「 駅 周 辺 の 活 性

と」の問いの答えは、「学

んでいるために必要なこ

言した。

まず知ることから」と助

は「地域を愛するには、

語り、岸川政之特命教授

を伝えることも重要」と

でなく、あるものの良さ

りないことを考えるだけ

所の逢阪隆雅さんは「足

Ⅱ～Ⅳが始まり、学生が

圏共生学」は秋学期から

した「伊勢志摩定住自立

要性を語った。

課題の解決に取り組む重

と地域住民が協働で地域

今後もっと必要になる」

害が報じられた。伊勢市

秋の初め、各地での災

多世代で地域課題の解決を
九月四日、本学において地
（知）
の拠点
課題に対して大学として

た。 参加した行政職員や地域住民、高校
ポジウムについて「前例

ていく」と述べ、本シン
進捗説明が行われた。

ター長よりＣＯＣ事業の

統の祭があるから地元に

住み続ける」と回答。「伝

名中九名が「今のまちに

ルが設置され、参加者ら

よる活動を紹介するパネ

ースに学生や地域団体に

三部は、教室前のスペ

が聞け、考え方の違いが

は、「さまざまな人の意見

会学科一年の戸田康平君

り、聴講した現代日本社

している。今後も学生の

の協力を得て着実に進捗

の三市五町と三重銀総研

ど、本事業は連携自治体

ＬＬ活動も活発化するな

圏域の課題に取り組むＣ

人は「自分だけは助かる

うな危機が迫る状況でも

令されたりした▼そのよ

止のための避難指示が発

を超えたり、土砂災害防

でも五十鈴川が警戒水位

なお、今年四月に開講

整備事業による初の公開シンポジウム
できることを真剣に考え

生、本学学生ら約百名が活発に意見を交

ＣＯＣ事業・公開シンポジウムを初開催

ライを考えあうシンポジウム」が行われ

「伊 勢 志 摩 で 共 に 暮 ら し 続 け る こ と の ミ

わし、地域課題の解決策を探った。

根俊介さんは「形式的な

一丸となって事業を展開

の拠点大学”として全学

そうなのだから訓練とな

▼実際の危機的状況でも

一層深めながら“地（知） 〈正常性バイアス〉
と呼ぶ

はず」と考えてしまうら

地域の魅力、「人柄」
が最多

登壇した三重大学生物

会議ではなく、今回のよ

しい。これを心理学では
資源学部四年の清水梨央

うに多様な世代が集まり

地域学修意欲を向上さ
生、「進学で都会に行き、

さんは「地域について改

せ、地域との連携をより
故郷の魅力を再確認して

めて考えたことで、地域

わかり面白かった」と話

く、
「景観・自然」が続く

戻ってきた」という若手

した。南伊勢町役場の羽

結果に。近藤玲介准教授

職員など、多様な意見が

が交流を楽しんだ。

続いて、二時間の「フ

は「美しい自然が残って

残 り た い」 と い う 高 校

ューチャーセッション」

いるのは、それを守って

地域の未来を考える第一歩
を実施。フューチャーセ

いった島文化そ

のもののユニー

クさ、継承に目

が向いた意見

も。さらに、「今

り、地元出身で“リアル

大阪から島に嫁いできた

たが、おいしそ

く興味がなかっ

波への物心両面の準備を

海トラフ巨大地震・大津

められる▼予想される南

ギーに転換することが求

ば、それを啓発のエネル

エネルギーがあるなら

が低いことに対して憤る

を残した▼しかし、意識

君の参加意識の面で課題

学の避難訓練では学生諸

う。七月に実施された大

ッションとは、属性や世

伊勢志摩定住自立圏共生学・実施報告

島の魅力、
課題を肌で感じる
〜答志島へ現地学修〜

興味がある」と

業）
の進捗報告、
フューチ

する場のこと。宇治山田
商業高校の生徒二名、三
重大学と本学の学生計四
名、伊勢志摩定住自立圏
域の三市五町の若手職員
各一名が登壇し、進行は

に乗ること約十五分。伊

まで漁業には全
勢湾の恵まれた自然環境

うな魚がたくさ

板 井 正 斉
伊勢志摩定住自立圏共

海女ちゃん”なかあちゃ

教育開発センター准教授

生学では圏域市町の現状

と人情味豊かな島文化の

板井正斉准教授と池山敦
セッションは一つの問

と課題を現場で学ぶため

に結びつけなければなら

いに対し、壇上の十四名

学生諸君に対し、あらゆ

ないと思う▼地球物理学

る機会を捉えて繰り返し

こまでは思わないことに

者の竹内均は、〈電球がい

んあり興味を持

産業への関心を

気付いた」と、考えを一

つ切れるのかを予知する

った」と、一次

高めた学生もいた。定住

歩深めた悩ましい意見も

んたちの優しさあふれる
のさまざまな魅力を堪能

自立については、「将来住

出された。「訪れること」

ガイドツアーを通じて島
する一方、少子高齢化や

みたい環境」「住んでしま

息づく答志島に渡った。
に活用した海女小屋体

人口減少がもたらす課題

えば楽しいと思った」と

島では離島の資源を有効
験、路地裏散策など各種

についても知ることがで

に、現地学修を実施して
ゃんたちがもてなす『島

体験メニューのプロデュ

きた。

いる。今回は「島のかあち
の旅』で地域創生」と題し

ースを行っている「島の

が回答して意見を交換し
ターがまとめる形式で進

て、鳥羽市答志島へ十名

旅社」のツアーに参加。

合い、本学のコメンテー
行。まず「あなたのまち

の学生とともに赴いた。

ている」と述べた。同じ

ようという精神が根付い

で、他人のために何かし

の旅人を迎えてきたの

んは「伊勢はお伊勢参り

業高校三年の東端咲恵さ

柄」と答えた宇治山田商

い」
などと回答した。
「人

れていくのか、それに対

文化がどのように保全さ

自の文化」「今後、離島の

からこそ発達してきた独

した意見のほか、「離島だ

人間関係の豊かさに注目

「信頼関係」といった島の

「島 民 同 士 の つ な が り」

ツアー後、学生からは

みたいかと聞かれればそ

いい印象を持っても、住

きだと思った」「この島に

ではなく、よく考えるべ

め簡単に決められること

通や習慣の違いなども含

うけれど、実際問題、交

った時『住みたい』と思

りながら、「旅行などに行

いった積極的な意見もあ

まっていたように思う。

関係に、今回の学びが詰

島のかあちゃんと学生の

の定期船で手を振り合う

ではないだろうか。帰り

い」にもより近づけたの

のかあちゃんたちの「想

プに気付いたことで、島

の現実の間にあるギャッ

の魅力と「暮らすこと」

る言葉。肝に銘じたい。

なし」とは『書経』にあ

説いた。「備えあれば患い

ておくことはできる〉と

かし、その対応策を考え

知することは難しい。し

できる。同様に地震を予

電球を備えておくことは

切れた時のために新しい

ことは難しい。しかし、

説き、主体的な避難行動
の魅力は」という問いに

佐田浜港から市営定期船

問いに対する聴講者の集

する島民の理解や活動に

計でも「人柄」が最も多

島の風習・文化を色濃く残す路地を散策

対し、登壇者らは「景観

黄色いTシャツ姿の「島の旅社」スタッフと記念撮影

が良い」「食べ物がおいし

助教の二名が務めた。



ャーセッション、交流会

東山天皇御即位式図

まり、未来について対話

九月四日に開催された

（端末）
聴講者らはあらかじめ配布されたクリッカー
で意見を表明したり、意見が
会場のスライドで紹介されたりと参加型の仕掛けがあり、盛り上がった

シンポジウムはＣＯＣ事

７面
卒業生奮闘中 !

れば余計にそうなのだろ

８面

させていく。

学生３名がフリーペーパー「ふあゆ」を発刊!
■連載

フランクに対話する場が

７面

の見方が変わった」と語

神社関係者懇談会・協議員会を鳥羽で開催

交わされた。「十年後も住

３面

きた先人のおかげ。人柄

記念学術研究事業が完結

代の異なる多様な人が集

２面

の三部で構成。清水潔学

心游舎ワークショップの開催

業（地
（知）
の拠点整備事

１面
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心游舎ワークショップの開催
じょう え

前年より約五十名多い四

地区別教育懇談会では

一八名の保護者にご参加

どの会場でも「全体会」

本年も大学の教職員が

「個別懇談会」「懇親会」が

いただいた。

会」が、八月二十九日～

「萼 の 会 地 区 別 教 育 懇 談

行われた。
「全体会」は、

各地に伺い、教育方針や

九月六日に、全国九会場

三十分という限られた時

大学の現況を説明する

津・名張・伊勢・京都・

別懇談会と並行して、就

た。また、教員による個

が具体的に話し合われ

希望やその実現の可能性

で、将来の進路に対する

や成績を説明するもの

マンツーマンで履修状況

各学科の教員が保護者に

された。「個別懇談会」は、

就職状況などの説明がな

だくため、大学の現況や

結実を保護者・教職員双

に由来する。
学生の開花・

える「萼」に例えたこと

「花」に、保護者を花を支

者 会 の 名 称 で、 学 生 を

「萼の会」
は本学の保護

の利点である。

報を得られることが最大

なるため、さまざまな情

保護者同士の距離が近く

は、教員と保護者、また

式で行われる「懇親会」

きた。立食パーティー形

そう

「子 ど も た ち に 本 物 の
を磨いてほしいと、「心游

立場にある大人にも感性

子どもを育み受けとめる

午前の部では岡野友彦研

九時三十分に始まった

で難しかった。今回実際

て見たことがなかったの

り設立された「心游舎」
。

に共鳴した有志一同によ

した彬子女王殿下の思い
神饌」づくりが八月二十

学生を対象にした「御花

舎」としては初となる大

挨拶。次に、植物染めに

続いて彬子女王殿下がご

究開発推進センター長に

れてよかった」と語り、

の優しい色合いが感じら

の柔らかい手触りや自然

に制作したことで、和紙

君は「神様にお供えする

よる古代色・技法の復元

際には、作りうる最高の

五日、
本学・佐川記念神道

国内外で活躍されている

ものを捧げたいと願う。

これまで子どもを対象に

染色史家・吉岡幸雄氏が

神道学科三年の新田惠三

御花神饌とは古代染め

「単 な る 懐 古 主 義 で は な

に取り組み国宝の修復等

の和紙で作ら

その気持ちが大事だと思

博物館にて行われた。

を 提 供 し た い」

（浜松・名古屋・四日市・

職担当者による相談ブー

方で支えるため、今後も、

れる造花で、

く、実際、化学染料には

つくりばな

間ではあるが、本学の教

スや卒業生との懇談ブー

萼の会の行事にぜひご参
毎年九月十五

う」と話していた。



神戸・福岡）で開催され、

ス（浜松・四日市のみ）も

加いただきたい。

苦戦しつつ、真剣な表情

ほう

設けられ、より現実的な

た」と回答した参加者が

清水祭（放生会）において

進路相談をすることもで

九割を超える嬉しい結果

育の全体像を掴んでいた

ち着いた環境」「学生スタ

となった。

で一つひとつ丁寧に作り

ッフの皆さんが優しく気

十一月一日に行われる

込んでいた。

されていて好印象だっ

さくに声をかけてくれ

「大学祭」
同時開催ＤＡＹ

供される神饌である。今

た」「研究室で直接先生に

て、わからないことを教

回、学生たちが制作した

ログラムが目白押しとな

質問できたので、研究室

えてくれた」「模擬講義の

国史学科四年の西山祐

った今回のオープンキャ

の雰囲気がよくわかっ

は伝統の倉陵祭とあわ

実さんは「南天を知って

八月九日、本学におい

ンパス。国史学科では「ク

た。子どもも大学で学ぶ

せ、本学の学風と学びの

のはその一部。午前の部

て第三回オープンキャン

イズ歴史発見〈古代編〉」、

質が他のどの大学よりも

環境が体感できるまたと

では南天、午後は桜を担

パス「学び」体験ＤＡＹが

コミュニケーション学科

高く、アカデミックな内

はいても、実物を注意し

開催され、およそ千百名

ことに対する意欲が高ま

容だった」等の声が寄せ

当した。

の来場者で賑わった。

は「ゲームでコミュニケ

ったようだ」といった意

現代日本社会学科は

「教育ワークショップ」、

包まれていて、とても落

「キ ャ ン パ ス 全 体 が 緑 に

がすごくおいしかった」

以上に良かった」「良かっ

ス満足度調査では「予想

られ、オープンキャンパ

お運びいただきたい。

学選びのためにも、足を

ない機会。納得のいく大

議」など、どの学科も趣
向を凝らしたプログラム
を実施し、いずれも好評
を博した。また、午前中
に行われたＡＯ対策模擬
講義も盛況で、関心の高
さをうかがわせた。
参加いただいた保護者
からは「学生さんが皆明
るく挨拶などもしっかり

九月八日に東京で行われた平成二十七

貢献した団体又は個人等に贈られるも

たり障害者の雇用の促進と職業の安定に

積極的に多数雇用した事業所、長年にわ

促進と職業の安定を図るため、障害者を

を受賞した。この賞は、障害者の雇用の

障害・求職者雇用支援機構理事長表彰」

んでいく。

者の採用及び職場定着を計るべく取り組

の受賞となった。本法人では今後も障害

が同賞に選ばれ、学校法人としては唯一

において、本法人が「独立行政法人高齢・ の。今年度は、全国より三十三の事業所

年度障害者雇用優良事業所等全国表彰式

障害者雇用優良事業所として表彰

「 NIPPON
を動かそう会

がく

やりたいことを見つけ

見、高校生からは「学食

ない重厚さ、美しさがあ

神社本庁

個別懇談会（津会場）の様子

ーション～リフレームの

日に石清水八
幡宮
（京都府）

月

防府天満宮



「南天と兎」
、
奥が「桜と蝶」

たい、それが就任に当たっての

月

山口県護国神社

全国 9 会場で教職員と保護者が懇談
心 理 学 ～」、 教 育 学 科 は

さまざまなワークショッ

ぶみ

プが開催されてきたが、

たて

月

神社本庁

萼の会地区別教育懇談会を実施
てほしいと、体験型のプ

日本の文化に触れる機会

を体験した。

て開催され、
学生約六十名が「御花神饌」づくり

お はなしんせん

月二十五日、本学・佐川記念神道博物館におい

となっている「心游舎」のワークショップが八

彬子女王殿下が総裁を務められ、本学も会員

彬子女王殿下と学生が御花神饌づくり

ぐち

抱負です。

熱田神宮

昭和 年

昭和 年

昭和 年

靖國神社

来場者の満足度高し

神戸会場での全体会で挨拶をする「萼の会」の松本真人会長






る」と、自然染料の魅力


について語った。その後、


参加した学生は各グルー


プに分かれ、御花神饌づ


くりに挑戦。吉岡氏の工


房「染司よしおか」の吉


岡更紗氏を中心とした指


導のもと、繊細な作業に
で執り行われる勅祭・石

やま

山 口 建 史

学生の御花神饌づくりを指導する吉岡更紗先生と
彬子女王殿下

就 任のご挨 拶
新 常務理事

とは言っても、学校法人業務
は未知の世界で、戸惑うことも
多々あり、皆さんのご教導を切

歳）

するお礼と、感謝の気持ちに他

任期／平成二十七年七月一日〜平成三十年八月二十六日

昭和四十七年に母館を卒業以

口 建 史（

に願う次第です。

私の神職としての心の支え
【経歴】山

なりません。

きましたが、此度先輩方よりお

は、母館で学び得た敬神尊皇に

神社本庁

にありますが、その原点は皇室

皇室を仰ぐ日本人であること
の幸せを噛みしめつつ、皆さん
とともに、稀代なる全学一体の

月

平成元年 月
平成 年

実際の学びの雰囲気を体感できる「模擬講義」

来、四十三年間神社界に身を置
話があり謹んでお受けさせてい

山口県神社庁

年

月

3

神社新報社

昭和

昭和 年

月

尽きます。皇學館に根ざす学問

昭和 年

月

月 皇學館大学文学部
国史学科卒業

昭和 年

4
7 10 4 12 5

月

へのこよなき戀慕、戀闕心に宿

昭和 年

8
7

は、我が国の歴史・文化・伝統

るものです。

6

59 57 54 52 49 47 47
10

ただきました。それは、長年神
職としてご奉仕できた悦びに対

67

47

学風を明るく愉しく育んでゆき
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経雅著作撰集』は神宮禰

り翻刻している。『荒木田
景を見る上で貴重な史料

宮考証学を生み出した背
比較研究、官学地域連携

地域福祉の最前線と国際

なり、ＤＶＤ版を付す。

みが明らかにされてお

集である。

り、その実践的研究スタ

宜として三十二年間にわ

て刊行された『地域・福
イルは現代日本社会学部

研究所が長年にわたり取

の実践モデル、新分野「神

祉・文化』は、平成十年
へ継承されている。

り組んできた『儀式 踐祚

「福 祉 と 地 域 連 携 に 関

書『大神宮儀式解』（三十
に名張市に開設された社

「儀 式 踐 祚 大 嘗 祭 儀 の

大嘗祭儀』の訓読注釈研

たり皇大神宮に奉仕し、

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 が■完 ■結
平成二十四年に迎えた皇學館大学創立百三十
周年・再興五十周年にあわせ、着々と進められ
てきた記念学術研究事業。今年八月をもって全
三十五冊が刊行され、今後の研究・活用の礎と

巻）を著すなど考証学者
会福祉学部と附置機関の

研究」では『訓読註釈 儀

究の集大成だ。

道福祉」への果敢な取組

でもあった荒木田
（中川）
地域福祉文化研究所（同

式 踐祚大嘗祭儀』を刊行

ほか、本学の建学の精

する総合的研究」におい

経雅（一七四二～一八〇
十五年設置）とが進めて

した。大嘗祭は、即位さ

神と歴史をひも解く『皇

『皇太神宮儀式帳』
の注釈

五）
の著作撰集。
多くの経
きた「社会福祉学部と地

れた天皇が親祭される一

學 館 大 學 百 三 十 年 史』、

なる学術史料群として結実した。

呈された。幕末期には激
雅自筆本の著述・記録類
域社会との連携に関する

代一度の国家祭祀。大嘗

ずれも長年の調査研究を

『續日本紀史料』など、い

でも、メイントピックは地理学的なも

ー練習の合間でも、居酒屋で酩酊状態

のたき火の前でも、スタジオでのギタ

理学を愛していたので、ツーリング先

んで旅に出た。友人たちも私同様に地

たちと集合して、バイクにテントを積

った。天気が良ければ、講義時に友人

有名な大学であったことを入学後に知

しい退廃的な生活を送ることが可能で

進学したのであるが、そこは大学生ら

てわざわざ北海道から京都の某大学に

地理学を専門的に学ぶ、と志を持っ

現在も社会で活躍している。

の視点を活かしたエキスパートとして

それぞれがフィールドベースの地理学

たちの多くは卒業後大学院へ進学し、

一緒にバイクで放浪旅をしていた友人

かけがえのないものであった。当時、

で送り出してくれた指導教官の存在も

でも、フィールドのためなら、と笑顔

たことは言うまでもない。ゼミを休ん

究者としての私のスタンスを決定づけ

マを選択したことは、現在の地理学研

感じて・調べなければわからないテー

という錦の御旗を掲げて野宿生活を続

可能なテーマを選択し、「卒論のため」

人もバイクで旅をしながら卒業研究が

ルドワークを基本とするので、私も友

イクで放浪していた。地理学はフィー

大学三・四回生時は年間の大半をバ

る。

成果発信や教育に活かしたい所存であ

域との交流を通じて、このモットーを

ではなかろうか。今後の教育活動や地

要性が生じた際には、重要なスタンス

地域の実情を基盤に問題を解決する必

文学的分野や非研究分野であっても、

教員免許状更新講習

教員の他、著名な外部講

師も担当した。講習後、

受講者からは「皇學館ら

しさのある講習（特に伝

統文化）で良かった」「新

しい知識を学ぶことがで

き、今後の教育に活かせ

る」「久しぶりに学生にな

楽コンクールで演奏した

一部では先の三重県吹奏

クラシックを中心にした

謡大賞メドレー」
では
「勝

扮して踊ったり、「昭和歌

登場するキャラクターに

ル」や「サザエさん」に

は部員が「ドラゴンボー

んでいて、最後まで楽し

どは子どもたちも口ずさ

来ました。アニメの曲な

少の子、おばあちゃんと

う家族連れは「小一、年

四日市から訪れたとい

は三年連続金賞を、東海

なお、前述の県大会で

そうに話した。

らしかったです」と満足

画、サービス精神が素晴

楽しめるよう練られた企

す」とさらなる飛躍へ向

テップアップをめざしま

今年の反省を活かしてス

高めていきたい。来年は

さらに磨き、演奏の質を

したまま、音楽性、技術を

は「今の良い雰囲気は残

おける連携協力」を、後

策の動向」「学校の内外に

「子どもの変化」「教育政

「教 職 に つ い て の 省 察」

二日間は必修領域として

五日間のうち、前半の

催は今年で七回目。

者もあった。本学での開

山口など県外からの受講

行われた。講師陣は本学

内容も取り入れた講習が

特色、地域性に配慮した

ている教育課題や本学の

育事情を踏まえ、直面し

実」をテーマに最新の教

生徒指導」「教科内容の充

文化の理解」「道徳教育・

半の三日間では「伝統と

感想が寄せられた。

ただき助かった」などの

ともわかりやすく説明い

きたい」「運営面で五日間

習は今後も続けていただ

た」「実技を取り入れた講

ことができとても良かっ

なった」「母校で受講する

った気分でとても勉強に

曲を披露した。屋久島の

手にしやがれ」などミリ

大会では銀賞を受賞し

け意気込みを語った。

愛知、奈良、大阪、兵庫、

三重のみならず、静岡、

習には二九六名が参加。

五日間三十時間に及ぶ講

ばさん三重）で開催した。

学）および四日市会場（じ

更新講習を伊勢会場（本

日にかけて、教員免許状

八月十七日から二十二

県内外から 二九六名が受講

けたものである。しかし、
現地で観て・

博士課程在籍中に明治大学でご指導

動の政局に身を置き、維
の中から、神事日記や個
総合的研究」「神道福祉の

祭の具体的な全容をうか

「親 や 祖 父 母 世

いただいた小疇尚名誉教授からは「歩

「神宮の総合的研究」
に
新後は神宮祭主として尽
別の祭典記録、学問研究
可能性に関する研究」を

がうことができる最古で

代を意識した選

のであった。要は、旅好き、地図好き、

おいて刊行された『久邇
くされた朝彦親王のご生
上の備忘や交友録、実地

柱とした教育研究実践の

員 で「 あ り が と う 」（ 作

曲から幼い子ど

文系だけど生態学や地学が好き、をコ

親王行実』
（別名『朝彦親
涯を知る好史料で、
今回、
踏査の紀行文、神家の家

成果をまとめた記念出

全三十五冊を刊行

王行実』
）
は、皇學館の創
『行実』とともに、その典
訓書等に関する史料六件

詞・作曲／大橋卓弥）を合

もが楽しめるパ

け・観よ・考えよ」というフィールド

立者にあたる久邇宮朝彦
拠史料を掲載した『行実
二十二点を翻刻した。経

もとに編纂された価値の

ひときわ大きな拍手と歓

唱し家族に感謝の気持ち

を対象とする研究者全般に通じる考え

親王についての伝記史
出典』四冊もあわせて京

最詳の規定は、平安時代

高い学術書ばかり。本学
展に貢献すべく、研究活

声に包まれた。

を伝えたフィナーレでは

ジらせた若者たちが結集しており、自

料。原本は宮内大臣を編
都大学附属図書館本によ

版。
「地域福祉」
「地域文

前期の『儀式』巻二・三・

では今後も知の成果を広

二部は衣装や照明の雰

由な大学生活でそれを実践していたと

集委員長に明治三十三年
雅の敬虔な神宮奉仕と学

化研究・国際学術交流」

四の「踐祚大嘗祭儀」で

非売品 Ｈ ・４・ 刊行

囲気をガラリと変え、ポ

フォーマンスま

高校吹奏楽部・第八回 定期演奏会

楽部の第八回定期演奏会

涙を浮かべて聴き入る人

で、どの年代も

九月二十日、二十一日

が伊勢市観光文化会館で

ップス曲中心のステージ

の姿も見られた。

の両日、皇學館高校吹奏

開催された。

に。
「アニメメドレー」
で

販売品 Ｈ ・３・ 刊行

森に着想を得た「森の贈

めました」と語り、伊勢

た。顧問の前川幸生先生

演奏会は二部構成で、

販売品 Ｈ ・３・ 刊行

り物」では自然の驚異を

オンヒットを記録した名

市在住の六十代の男性は

非売品 Ｈ ・８・ 刊行

販売品 Ｈ ・３・ 刊行

販売品 Ｈ ・ ・ 刊行

ダイナミックなサウンド

曲で盛り上げた。部員全

教職支援担当

で表現。演奏後、会場は

販売品 Ｈ ・４・ 刊行

近藤玲介

をご教示いただいた。この考えは、人

に完成し、明治天皇に捧
問研究の生涯が知られる

「地域貢献活動」の三編・

／

教育開発センター准教授

いうわけである。

周年記念学術研究事業
とともに、近世の神宮祭

動を推進していく。





く社会に還元し、その発



５ 皇學館大學百三十年史の刊行

総説篇

資料篇（全 冊）
「資料篇 一」 
「資料篇 二」 
「資料篇 三」 
年表篇・写真篇 
正誤 並 人名索引 

皇學館大学出版部

満席の会場から惜しみない拍手

ある。本書は、本学神道

明治大学大学院修了

四分冊・一六二八頁から

歩け・観よ・考えよ

祀や宇治山田の実態、神

１ 神宮の総合的研究
非売品 Ｈ ・４・ 刊行

30

20

お電話 またはファックス にてお申込みください。
０５９６・２２・６３２０

販売書籍のご注文は左記へ

3

真剣な表情で講習を受ける参加者

販売品 Ｈ ・４・ 刊行
非売品 Ｈ ・４・ 刊行
非売品 Ｈ ・ ・ 刊行

30

『神宮と日本文化』
論文集 
『大神宮故事類纂総目録』 
『伊勢神宮研究文献目録』 
『荒木田経雅著作撰集』 
『久邇親王行実』 
非売品 Ｈ ・４・ 刊行

２ 福祉と地域連携に関する総合的研究

『地域・福祉・文化』 
３ 儀式踐祚大嘗祭儀の研究

24

Ｈ ・６・ 刊行 

25

但し、思文閣出版にて販売 定価 １５７５０円

『 訓読註釈 儀式 踐祚大嘗祭儀』 販
 売品
４ 續日本紀史料の刊行
62

『續日本紀史料』 全 巻（ 冊） 
販売品 Ｓ ・３・ 〜Ｈ ・３・ 刊行
22
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自然と手拍子が起こる会場。一部の途中には、
本校と親交のある東海大学付属高輪台高校吹
奏楽部の顧問・畠田先生と生徒 4 名が飛び入
り参加するサプライズもあった
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日本の過去と未来を考察
現代日本社会学科 ３ 年（岩崎ゼミ）

田 中 清 忠

「日本を動かそう」を合言葉とする現代日本社会学
部。その伝統文化コース・岩崎ゼミの研修旅行のテ
ーマは「江戸の伝統文化を学び、東京の首都機能を
学ぶ」だ。
まずは靖國神社へ。本殿で正式参拝をさせていた
諏訪大社 上社本宮にて

だき、鈴木貴彦禰宜の詳しい解説により遊就館を見
学させていただいた。幕末〜大東亜戦争までの国難
世界遺産フエにて

に際して、国を守るために尊い命を捧げられた約
２４６万 ６ 千柱もの神霊に感謝の意を伝えることがで

ゼミ生との交流が一番の思い出
コミュニケーション学科 ３ 年（外山ゼミ）

きた。続いて、二重橋前より皇居を遥拝させていた
だいた（以上は橋本ゼミ＋富永ゼミと合同）。

研究分野の深化のきっかけに
大学院・国史学専攻

村 松 菖 蒲
今年度の大学院国史学専攻のフィールドワーク

翌日からは、現代の国防の要である防衛省および

は、 ２ 泊 ３ 日の日程で長野県へ向かった。今回の旅

市ヶ谷記念館（極東軍事裁判の地）を見学。続いて立法

行では、参加者の専攻する時代が全時代にわたって

私たち外山ゼミは、 ９ 月１４日から ３ 泊 ５ 日の日程

の要である国会を衆議院三ツ矢憲生代議士の平松大

いたため、それぞれの時代に関わる地を巡った。

でベトナム北部と中部へフィールドワークに出かけ

輔秘書のご案内で見学した。これからの日本を考え

た。河野ゼミ、張ゼミ、川島ゼミもあわせ、 ４ ゼミ

公務員をめざす者として大変刺激になった。

戸 田 紗 貴

私の専攻する近代史関係では、岡谷蚕糸博物館を
訪れた。製糸業に関わる機械の歴史や、近代の社会

めいぼくせんだいはぎ

（玉三郎・吉右衛
銀座の歌舞伎座では「伽羅先代萩」

経済史において製糸業が果たす役割の大きさを知る

ハノイ空港に着いてまず感じたのは蒸し暑さだ。

門・染五郎ほか）を鑑賞。初めての体験だったが、そ

ことができた。そのため、自分の研究の中でも生糸

また、道の至る所に牛や鶏、アヒルがいる光景や、

の洗練された姿に心を動かされた。神宮外苑・聖徳

について掘り下げていく必要性を感じた。また、館

ナイトマーケットの熱気に異文化を感じた。 ２ 日目

記念絵画館では、明治という時代を築かれた明治天

長さんに案内をしていただいたことで、博物館学芸

は世界遺産のハロン湾で ３ 時間のクルーズを楽しん

皇・昭憲皇太后お二方の御事績を描いた８０枚の壁画

員をめざす身としても、案内の仕方についてなど得

だ。海に浮かぶ巨岩は「海の桂林」と呼ばれており、

を拝観し、その偉業の数々を学ばせていただいた。

るものの多い博物館であった。

石灰岩の奇岩が海上に並ぶ様は圧巻で、まるで映画

また、宿泊先の帝国ホテルでは日本の最高の「おも

の世界にいるようだった。ベトナムの自然を肌で感

てなし」を目の当たりにし、感銘を受けた。

合同の総勢４０名で巡る旅である。

諏訪大社の上社本宮で正式参拝を行ったが、同日
午後下社では例大祭が行われていた。大学の講義で

じたところで、 ３ 日目には国内便で中部のダナンに

現代の日本の平和と繁栄がどのようにして出来た

神道や祭りについて学んでいるが、その祭りが行わ

飛び、ミーソン遺跡などの世界遺産を訪れながらベ

のか、そして、これからどのようにしていくべきな

れている様子を実際に見ることで、自分の中に映像

トナムの歴史に触れた。また、ホイアンの旧市街地

のかを深く考える機会となった。大変身の引き締ま

として残すことができたのは今回の旅の中でも大き

では福建会館や海のシルクロード博物館、来遠橋な

る思いであり、今後も頑張っていきたいと思う。

な成果であったといえる。
真田宝物館や真田邸を訪れた際には、中世を中心

ながらも歴史の重みを感じるとともに、これからも

とする真田一族についてや、中近世の文書の形式な

ずっと日本とベトナムとの友好関係の象徴となると

どを、その時代を専攻している院生に教えてもらい

思った。 ４ 日目にはフエを訪れ、王宮やティエンム

ながら見学した。近代史を専攻していると触れるこ

ー寺、トゥドゥック帝廟、市場など、歴史と人々の

とのない時代の史料はわからないことも多いが、そ

生活に触れた。海鮮料理や郷土料理、宮廷料理を堪

の分、私に新しい興味関心を抱かせるには十分な印

能し、食事においても異文化を体験した。

象であった。

防衛省・市ヶ谷記念館にて

どを巡った。この橋は日本人が架けた橋で、小さい

この旅行の一番の思い出は他のゼミ生と交流がで
きたことだ。普段は交流する機会がないため、この
５ 日間を通してそれぞれの良いところや個性が発見
できて親しくなれた。今後にも繋げていけるような
貴重な経験で、
充実したフィールドワークとなった。

11月 1 日〜 7日は

アーティストライブ

美術館・博物館の無料開放など、さまざま
なイベントが開催されます。ぜひ興味のあ
るイベントに足を運び、学ぶ愉しみ、芸術
に触れる喜びを味わってみませんか？
詳しくは文部科学省のHPをご覧ください

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-bunka/

もいうべき霊廟があるのを知ったのは驚きであっ
た。また松本城の威容と街並みの風情は信州の文化
と歴史の深さを感じさせるものだった。

家入レオさんのライブに落語家・林家木久扇氏
の講演など、楽しいイベントがいっぱい!
ご家族や友人と一緒に、ぜひお越しください。

講演会

土
10月31日●

日
11月1日●

会場◦皇學館大学

会場◦皇學館大学

開場◦１５：３０
開演◦１６：００〜１8：００

期間中は全国各地で体験活動や公開講座、

日本忠霊殿である。日本で唯一の仏式の「靖國」と

倉陵祭開催

金〜11／1●
日
10／30 ●

今年で５７回目を迎える「教育・文化週間」。

他に印象に残ったのは、善光寺に建立されている

記念講堂

入場無料・要整理券
※整理券の配布については
HPをご覧ください。

家入レオ
女性シンガーソングライターとして２０１２年 ２ 月にメジャーデビューを
果たし、
第５４回日本レコード大賞最優秀新人賞など数多くの新人賞
を受賞。若く多感な世代に寄り添う歌詞と、
自らの経験を歌にして
伝えようとする純粋な姿勢が、多くの人に支持されています。

問合せ

開場◦１０：００
開演◦１１：００〜１２：３０

記念講堂

入場無料・先着順

林家木久扇

「僕の人生、落語だよ!」
笑点でおなじみの林家木久扇氏が皇學館大学へやって
きます。講演ではどのようなお話をしてくださるのか？
ぜひ会場でお聞きください!

学生支援部 学生担当 ☎０５９６−２２−６３１７
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仲間と切磋 琢 磨し成 長
平成２７年度 フィールドワーク（研究旅行）日程 一 覧
学

科

神道

秋学期のフィールドワークが国内組は ９ 月１１日〜
２２日、海外組は ９ 月 ６ 日〜１８日にかけて行われた。
座学だけでは得られない視野の広がりや専門性の
深まりを実感した学生たち。高い向上心を持つ仲
間と共に過ごしたことも大きな刺激となったようだ。

『源氏物語』
の世界観を感じる

神道学科 ３ 年（加茂ゼミ）

国文学科 ３ 年（中川ゼミ）

西 坂 未 優

外

吉 藤 大 樹

海

現地体験の重要性を認識

内

報告記

国

フィールド
ワーク

私たちは加茂先生の引率のもと、 ２ 名（大竹君・吉
藤）で、９ 月１４日から１７日にかけて奈良・京都を旅し

国文

引率教員（敬称略）

日

程

目的地・方面

加茂正典
菅野覚明
松本 丘
大島信生
齋藤 平
髙倉一紀

９/１４㈪〜１７㈭ 奈良・京都

深津睦夫

９/１４㈪〜１７㈭

中川照将
岡野裕行
上野秀治
岡田 登
国史
岡野友彦
松浦光修
多田實道
コミ
芳賀康朗
富永 健
橋本雅之
現日
岩崎正彌
国文
上小倉一志、
松下道信
田浦雅徳、谷口裕信、
国史
堀内淳一
児玉玲子、
山田やす子
コミ
豊住 誠、川村一代、
クリストファーメイヨー
現日
筒井琢磨、藤井恭子
河野 訓、外山秀一、
神道・コミ
張
磊、川島一晃
現日
笠原正嗣、関根 薫

９/１２㈯〜１５㈫ 函館・札幌
９/１３㈰〜１６㈬ 伊豆・横浜・東京
９/１４㈪〜１７㈭ 福岡・佐賀・長崎
９/１４㈪〜１７㈭ 岩手
９/１４㈪〜１７㈭ 近江・越前・丹後

９/１４㈪〜１６㈬
９/１３㈰〜１７㈭
９/１４㈪〜１７㈭
９/１１㈮〜１５㈫
９/１９㈯〜２２㈫
９/１６㈬〜１８㈮
９/１４㈪〜１８㈮
９/１３㈰〜１６㈬
９/１４㈪〜１７㈭
９/１４㈪〜１７㈭
９/１４㈪〜１７㈭
９/ ６ ㈰〜 ９ ㈬

岩手・宮城・福島・
那須・東京
京都
東京方面
福島・栃木
九州
山陰
山口県
近畿・中国地方
長崎
東京
東京
東京
中国（上海・杭州）

９/ ７ ㈪〜１１㈮ 台湾
９/ ７ ㈪〜１１㈮ 台湾
９/ ８ ㈫〜１１㈮ シンガポール
９/１１㈮〜１４㈪ 台湾
９/１４㈪〜１８㈮ ベトナム中北部
９/１４㈪〜１８㈮ グアム準州

た。
初日は奈良の吉野を中心に吉野神宮・金峯山寺・

想再去一次臺灣! 〜また行きたい台湾〜

吉水神社・吉野水分神社・如意輪寺・談山神社・石

国史学科 ３ 年（堀内ゼミ）

舞台古墳を巡った。吉野は奈良県の南部一帯を占め

後 藤 貴 希

る地域で、古くから役小角（役行者）が開いた修験道

海外へ行くということは、言葉と文化の違う場所

の中心地の一つとして発展してきた聖地だ。南北朝

へ行くということ。

時代には後醍醐天皇が吉野朝廷（南朝）を成立させた
地でもある。吉野を巡って感じたことは、明治時代

高雄へ向かう飛行機の中で、既に言葉の壁が高く

に修験禁止令が出され、廃仏毀釈によって大打撃を

そびえ立っていた。CAさんに何か伝えようにも、
僕

受けた修験道の精神が形を変えつつもしっかり受け

嵐山・時雨殿にて

継がれているということだ。吉水神社では、後醍醐

の拙い語学力では伝わらない。でも、身振り手振り
を加えて、やっと CA さんが笑顔で応えてくれた。
これがきっかけで、外国の人と会話することの楽し

天皇の行宮の御座所を拝見し（写真参照）、さらに、同
天皇の塔尾陵を拝して、
「玉骨はたとひ南山の苔に埋

私たち中川ゼミは、 ２ 泊 ３ 日のフィールドワーク

さを知り、旅行中、積極的に現地の人たちと話そう

（太平記）の
もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まん」

を京都で行った。旅の目的は「実際に京都を歩き、

と思った。台湾に着いてまず立ち寄った台南では、

一文を偲んだ。

『源氏物語』 の世界観を感じること」、
「これから長い

戦前からある林百貨店を見学した。店内では「おで

時間を共にするゼミ生同士が親交を深めること」だ

ん」が売られていた。僕の拙い言語力を駆使してお

った。

でんを買い、店員さんとも一緒に写真を撮って、帰

２ 日目は、奈良市の元興寺・東大寺・手向山八幡
宮・春日大社・興福寺・平城京資料館・平城京跡・

ぎ おん

る頃にはすっかり仲良くなっていた。

平城京歴史館を巡った。正式参拝をさせて頂いた春

初日、京都に着いた私たちは、祇園の通りを眺め

日大社は、藤原氏（中臣氏）の氏神を祀るために創設

ながら、八坂神社をめざした。ここでは、正式参拝

烏山頭ダムでは、八田與一の記念館や復元された

された神社で、旧社格は官幣大社。朱色の社殿と多

をした後、本殿を見学させていただいたり、祇園祭

住居を見学した。日本統治時代の台湾において日本

くの燈籠がとても印象的で、藤原氏と奈良の都の繁

の中で八坂神社が主催する神事等について話を伺っ

人が残した足跡をたどることで、近代における日本

栄を物語っているようだった。

た。正式参拝では、普段味わうことのない緊張感と

と台湾の関係、台湾の世界史的位置について考えさ

３ 日目は、京都の伏見稲荷大社・東寺・泉涌寺・

特別感に体がこわばった。その後、嵐山にある渡月

せられた。
台北の自由行動では故宮博物院を見学し、

東本願寺・二条城・京都御所・北野天満宮・渡月橋・

橋を渡り、神秘的な竹林の中を散策した。京都駅に

さらに「象棋」という中国の将棋を買った。しかし

野宮神社を、 ４ 日目は、同じく京都の下賀茂神社・

隣接したホテルはとても綺麗だった。夕食にはおい

遊び方を知らないので、その夜に宿泊した北投温泉

詩仙堂・吉田神社・真如堂・平安神宮・八坂神社を

しい料理を堪能しながら、会話を楽しんだ。

で、
ホテルのフロントの人にルールを教えてもらい、

巡った。二条城は徳川家康が京都御所の守護と将軍

２ 日目は京都御所を訪れた。当時、貴族たちがど

一緒に遊んだ。現地の人とのコミュニケーションを

上洛の際の宿泊所として造営した城だが、実は平安

のくらいの距離を歩き出勤していたのかを知るた

通じて、中国の文化と歴史に触れることができた。

京の神祇官が置かれていた場所だと知り、とても驚

め、御所から貴族が暮らしていたとされる所までを

台湾を発つ時、現地のガイドさんから「台湾ト日

いた。

実際に歩いた。大変な道のりだったが、歩く距離が

本の懸け橋にナって下サイ」と言われた。いつかそ

長い分、ゼミ生同士で話す時間も多く、仲良くなる

うなれたらいいなァと思う。

奈良・京都の古社寺・古蹟を訪れ、現地体験の重
要性を認識した。得られた知見を、これからの学習

ことができたと思う。午後には風俗博物館を訪れた。

に十分に活かしたい。

ここでは、
『源氏物語』のワンシーンが人形で細かく
再現されていて、現代では想像し難い貴族の暮らし
ひと え

のう し

あんざいしょ

後醍醐天皇行在所の玉座（吉水神社）

平安時代の貴族が着ていた衣装を試着させていただ
いた。
３ 日目は宇治にある源氏物語ミュージアムに行っ
じょう

た。
『源氏物語』第三部・宇治十帖についてたくさん
展示されていて、授業で学んだことを復習できた。
今回のフィールドワークで学んだことを、これか
らの学習に活かしていきたいと思う。

中華民国総統府（旧台湾総督府）
前にて

などを見ることができた。また、単衣や直衣など、

り、今後も良好な関係が築け

ックを経験する。オーストラ
驚き、面食らう。同時に彼ら

リアの生活や授業スタイルに

今年度は本校から十一名の

フェアウェルパーティーでの集合
写真

ついて思いをめぐらせる。日

は日本のそれと比較する。そ

本という国、あるいは自分が
分自身が日本人であることを

生徒が語学研修に参加した。

るものと確信している。

第十四回 オーストラリア語学研修

姉妹校提携を五年延長
七月二十日から八月二日の
二週間、オーストラリア・メ
ルボルンにおいて語学研修を
行った。
代表としてさまざまな場面で
日本人であることを一番強く

して、日本の文化や日本人に

積極的に活動し、ローズヒル
意識するのは、海外にいると

生徒たちは例年同様、本校の

ダリー・カレッジとの交流も
の先生方やホストファミリー

総務副委員長になって初め

に感謝しながら、生徒の皆さ

方がしてきてくださったこと

私は生徒の皆さんと積極的

ーと十分協力しながらより楽

の声に応え、校友会のメンバ

とを大切にして生徒の皆さん

国際交流担当

絆を強めた体育大会

第三十六回 体 育 大 会

雨天のため順延となっていた第三十六回体育大会が

九月二十日開催され、生徒全員の頑張りで成功裏に終
わった。以下に生徒の感想を掲げる。

クラス全員が朝練に参加

三年Ｂ組の優勝は難しいと

った」ということです。

感じたのは、「仲間の絆が深ま

体育大会を終えて私が一番

になり、バトンパスなど満足

最後にはクラス全員来るよう

来るのは三、四人でしたが、

たと思います。最初、朝練に

りも早い時期、時間から行っ

た。おそらく、どのクラスよ

の。そして笑顔になれたのは、

頑張ったからこそ実現したも

ました。この優勝はみんなで

最終的に優勝することができ

には練習通りに力を発揮し、

ったと思います。そして本番

優勝したいと思えるようにな

なり、徐々にみんなで頑張り

思っていました。クラスのみ

みんなとの絆が深まったから

中 川 陽 菜

んなも思っていたはずです。

いくまで練習することができ

アイコンタクトやジェスチャーを

でも、このままじゃいけない、

効果的に交えながら表情豊かにス

だと思います。

べきこの節目の回にも県内各地か

ピーチを披露する姿が印象的であ

ました。この朝練のおかげで

今年で十回目を迎えた皇學館中

小学生の部〈ビギナー〉は「北

らたくさんの参加をいただいた。

話す機会が増え、結束も強く

学校・高等学校英語スピーチコン

す求められる英語力や発信力。こ

他のクラスに負けていられな

テスト。小学生の部は五十二名、

った。結果は、小学生の部では〈ビ

のスピーチコンテストをきっかけ

小林誠治

た。避難誘導係教員の指示を受け、

英語科

磨いていってもらいたい。

グローバル化が進む中でますま
海道」、〈アドバンスト〉は「ポピュ

ギナー〉藤本胡桃さん（ＧＥＳ松阪

中学生の部は二十六名と、記念す

校）、〈アドバンスト〉前川陽香さん

中学生の部では井村めいさん（暁

ラーミュージック」をテーマに英

の三テーマから一つを選んでスピ

中学校）がそれぞれ優勝に輝いた。

い、確認が終わると「避難開始」

移動することができた。避難場所

九月一日の防災の日に合わせて

は高校生が旧武道館跡地駐車場、

生徒は冷静に速やかに避難場所へ
が実施された。今回の地震避難訓

の指示により第二次避難を開始し
練は、震度五～六程度の東海地震

ていきたい。

への備えと防災意識の向上を図っ

後発生が想定されている東海地震

今回の地震避難訓練を機に、今

た。

は第三体育館に集合し点呼を受け

に高校生は第二体育館に、中学生

いるが、当日は雨天であったため

中学生は精華寮前駐車場となって

避難口を確保。この間に担任以外

に学級担任は教室の出入口を開け

机の脚をしっかりと握った。同時

を守るために机の下に身を隠し、

一次避難の指示をし、生徒は頭部

の非常放送が入ると学級担任が第

われた。十時四十五分に地震発生

が授業中に発生したとの想定で行

中学校・高校合同の地震避難訓練

防災の日に合わせ、
地震避難訓練

ーチを行った。どの部においても、

文を暗唱。中学生の部では「英語

いとクラスで朝練を始めまし

三年Ｂ組

優勝した 3 －Bと準優勝した 3 －A

に、それぞれの自己表現力をぜひ

皇中 NEWS

と日本語」
「世界平和」
「私の長所」 （三重大学教育学部附属小学校）、

角屋重文

れることを期待している。



せるとともに、ホームステイなどの生活
体験を通して現地の文化や慣習を肌で感
じ、国際的な視野を広げてもらいたい。

皇學館中学校では英語特化プログラム
の一環として、希望者を対象に来年 3 月
20日（日）から11日間の日程でカナダ・バ

ンクーバーへの語学研修を実施する。現
地では同年代のカナダ人学生がバディと
して帯同し、午前中は英語レッスン、午
後は様々なアクティビティーや体験学習
を予定している。英語の実践力を向上さ

カナダ・バンクーバー
海外短期語学研修
実施のお知らせ

姉妹校ローズヒル・セカン
今年で十四年目。実は今年で
から非常に高い評価をいただ
彼らが日本人としてのアイデ

契約満了を迎えたのだが、両

ンティティーを強く持ち、将

校の強い希望で新たに五年の
今回の参加者もオーストラ

改めて認識したに違いない。

リアで日本のことを思い、自

きなのかもしれない。

毎年そうなのだが、参加し

いた。
た生徒たちはカルチャーショ

契約延長の調印がなされた。
これまで育んできたローズヒ

て感じたことがたくさんあり

んの意見を学校に伝え、皇學

に向き合い、意見を言いやす

しい行事にしていきたいです。

来海外で華々しく活躍してく

ル校との友情がますます深ま

七月三日に行われた校友会役員選挙で立候補者全
員が信任された。以下に三名の抱負を紹介する。

ました。しなければいけない

館高校がよりよく楽しい学校

い環境を作っていくことで生

生徒に近い存在でありつつ

第10回 皇學館中学校・高等学校英語スピーチコンテスト

皆さん一人ひとりが高校生活
が楽しいと思ってもらえるよ

仕事が多く、責任が大きいこ

になるよう小林君、島田さん

徒の皆さんが学校生活やさま

も総務副委員長として総務委

表情豊かなスピーチを披露

校友会新役員が抱負
裏方に徹する
小 林 聖 也

これからの行事でみんなが輝

総務委員長

方で仕事を進めていけること

けるように頑張っていきます。

うにどんなことにも挑戦し、

校友会総務委員長となり二
が本当に嬉しいです。生徒の

と、そして先生方との距離も

と力を合わせ全力で仕事に取

村 木 彩 里

とても近いということです。

総務副委員長

メンバーと力を合わせ全力で

カ月余りが経過しましたが、
感想は正直、
「大変」の一言で
す。最大のイベントである皇
高祭に向けて夏休みから何回
か集まりましたが、準備する
ことが多く驚きました。そし
て校友会役員になって初め
て、行事を進めていく大変さ
を実感しました。どんな行事
でも見えないところで動く人

り組みたいと思います。

ざまな行事に満足できる学校

員長を支え、よりよい皇學館

の教員は避難経路の安全確認を行

先生からの注意事項を聞く生徒たち

今後は今までの校友会の先輩

よりよい皇學館を創っていきたい

になるよう全力で頑張りたい

島 田 め ぐ

と思います。皇高祭や体育祭

を創っていきたいです。

総務副委員長

などでは今まで築いてきたこ

中学生の部入賞の皆さん
小学生の部入賞の皆さん

がいるからこそ成り立ってい
ます。校友会役員として、裏

左から、島田さん、小林君、村木さん

第58号 （6）
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皇學館中学校

日、私はできる限り聴衆

の方へ視線を向け、時に

は身振りを交えたり、抑

揚をつけたりして、少し

でも多くの人に自分自身

の思いを全力で伝えられ

るよう努めました。

今回、全力を尽くした

結果、なんとも言えない

達成感を味わいました。

そしてたくさんの人々に

自分の思いを聴いていた

だくことがとても気持ち

いいと感じ、新たな発見

もありました。やっぱり

全力っていいものです。

改めて母のお姉ちゃんと

母に感謝です。そしてこ

れからも私は“全力ガー

ル”で頑張り続けます。

少年の主張 三重県大会（中学生のメッセージ 二〇一五）

「第三十七回少年の主張三重県大会」が八月二十三日、
御浜町中央公民

館で開催され、七八八五名の応募者から選ばれた十四名
（最優秀賞一名・

優秀賞三名・優良賞十名）
が発表を行った。その一人、見事優秀賞を受賞

した皇學館中学一年の西山朱音さんは「全力のチカラ」と題したスピー

のだから、やれることは

何でも全力でやらないと

お姉ちゃんに悪いよ」と

教えられ、私自身も全力

で取り組むことのすばら

しさを身を持って知った

経験をもとに訴えました。

自分の思いを伝えるた

めには、ただ原稿用紙に

書いてある文字を読み上

げるのではなく、会場で

聴いてくださる人々の顔

をしっかりと見て伝える

ことだと思いました。当

チを披露。以下に西山さんの喜びの声を紹介する。

これからも“全力ガール”
で

西 山 朱 音

しました。

スピーチの内容は、全

力で取り組むことのすば

らしさを訴えたもので

す。十六歳という若さで

病気のために亡くなった

母の姉は、生前、勉強に

対してとても努力し、熱

意を注いでいました。そ

の様子を見ていた母か

ら、「健康で何でもやれる

一年Ａ組

「やれる事は全力でな」

母がよく言うこの言

葉に秘められた思い、そ

してこの言葉に対する私

自身の思いを込め、「全力

のチカラ」と題して発表

一年・西山朱音 さんが優秀賞

皇 學 館 学 園 報
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皇學館高等学校
募集人数 ３４0名（ ６ 年制内部進学者を含む）
入学資格 中学卒業者および平成２8年 ３ 月卒業見込みの者
出願期間

平成２8年 1 月 ８ 日㈮〜 1 月１5日㈮
午前 ９ 時〜午後 ３ 時（土日および祝日は除く）

①入学願書（本校所定の用紙） ②調査書（本校所定の用紙）
出願手続 ③受験料 1２,000円（本校所定の用紙〈郵便振替〉にて、必ずゆうちょ銀行窓口
で、お納めください）

入学試験

日

時 平成２８年 1 月２9日㈮ 午前 9 時〜

教

科 国語、数学、英語、理科、社会

方

式 マークシート方式

試
会

験 〈本会場〉皇學館高等学校
場 〈津会場〉大原簿記医療観光専門学校（津駅西口より徒歩 １ 分）

※得点開示…平成２８年 ２ 月15日㈪〜２0日㈯（詳細は合格発表後にHPにてご案内します）

入学手続

平成２8年 ２ 月１8日㈭ 午後 ３ 時までに、入学金 ４5,０００円を納入してくだ
さい（本校所定の用紙にて、必ず銀行窓口でお納めください）
入学時の経費 ◦教育充実費（入学時）２50,000円

学

費

◦授業料 ２３,000円※各家庭によって補助金の額に差があります
◦教育充実費 ８,500円 ◦修学旅行積立 ４,500円
◦その他 約 ４,４00円

入学後の経費
（月額）

入試制度について

①特別進学コース・進学コース、それぞれのコースに推薦制度（専願）があります。
②所属中学校長の推薦書により、学業・人物優秀と認められる生徒に対しては、学
力特別奨学生、また顕著な競技実績をもつと同時に、本校の授業内容を習得でき
る学力を有し、人物優秀な生徒に対しては、スポーツ・芸術推薦およびスポーツ・
芸術特別奨学生の制度があります。

議員会が九月十七日、鳥

神社関係者懇談会・協

の意が表された。続いて、

ご協力に対し、深い感謝

た教学振興会への多大な

お知らせ

羽国際ホテルにて合同開

清水潔学長が学園の現況

神社関係者懇談会・
協議員会 を鳥羽で開催

催され、神社界並びに本

研究・教育設備の整備な

を報告。地域連携への取

開宴に先立ち佐古一洌

ど、ソフト・ハード両面

学関係者一五五名が一堂

理事長より、神社関係者

で着実に成果を上げてい

組みや奉職・就職支援、

の方々には平素より格別

る状況について説明した。

に会した。

のご支援を賜っているこ

その後、ご来賓を代表

して北白川道久神社本庁

統理がご挨拶され、続い

て鷹司尚武神宮大宮司の

乾杯のご発声により歓

談・会食に移った。会場

のあちこちで談笑と食事

を楽しむ声が聞こえる

中、名残惜しくも閉会の

時間に。最後は寺井種伯

神社本庁常務理事の万歳

三唱にてお開きとなった。

と、また、昨年立ち上げ

日頃のご支援、
ご協力に対し
て謝意を述べる佐古理事長

第 3 回 オープンスクール（学校見学会）
日時◦１１月２２日㈰

……………………………………………………………………………………………
午前の部 10：00〜1２：３0 学校説明、吹奏楽部による歓迎ミニコンサート、校舎見学 など
午後の部 1３：３0〜15：00 クラブの見学と説明 など ※午後の部は自由参加
……………………………………………………………………………………………

★当日は軽食を準備します。 ★スリッパは各自でご持参ください。

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。入試広報部 ☎059６－２２－0２05

６ 年一貫教育 皇學館中学校
一

A 日程

般

専

B 日程

願

募集人数 A日程（一般・専願）
・B日程合わせて ７0名
入学資格 平成２8年 ３ 月小学校卒業見込みの児童（男女共）
出願手続

◦入学志願票（本校所定の用紙）
◦受験料 1２,000円（ゆうちょ銀行かコンビニエンスストアでお納めください）
平成２8年

平成２8年

１２月１４日㈪〜1 月 ６日㈬

卒 業 生 奮 闘 中 ！

※追試験 ２ 月 ８ 日㈪

平成２8年 ２ 月 5 日㈮に合格通知を各中学校および本人宛に発送します
合格発表 （電話によるお問い合わせには、お答えできません）

平成２7年

佐野 雄也さん

生徒募集要項

出願期間 午前 ９ 時〜午後 ３ 時（土曜日は正午まで）
※1２月２0日㈰・２３日㈷・２６日㈯〜 1 月 5 日㈫を除く

1月２5日㈪〜２月３ 日㈬
午前 ９ 時〜午後 ３ 時

（土曜日は正午まで）
※ 1 月３1日㈰を除く

【持参する場合】
万協製薬株式会社 製造部製造課 課長

出願方法

国文学科 第41期（平成18年 ３ 月）卒

出願書類を取りそろえ、所定の封筒に入れて学校事務室へ持参

【郵送する場合】

出願書類と受験票返信用封筒（住所氏名の記入、返信切手）

三重県多気郡多気町五桂にある万

協製薬株式会社という製薬会社に勤

めています。今年で十年目となり、

現在の仕事内容は主に製造全般の管

理及び統括、部下の育成、社外応対

万協製薬では、外用薬を主に製造

です。

しています。外用薬とは、例えば虫

に刺されたときに肌に直接塗る薬で

あったり、筋肉痛の時に痛みをやわ

らげる薬であったり、冬場のかさか

さ肌に潤いを与えるクリームなどに

なります。薬以外にも美容効果のあ

る化粧品を製造したり、体内環境を

改善する健康食品も製造したりして

います。

医薬品は人々に安心とやすらぎを

与え、笑顔と幸せを生み出す一方、

人の健康に直接影響を与え、大きく

言えば人の人生を左右するもの。薬

を作る社会的責任と使命は計りしれ

ません。そのため医薬品製造では薬

事法という法律を遵守し、数ある製

造業の中でもより厳しい管理と決め

られた手順に従い作業することが求

試験日時 平成２８年 1 月 9 日㈯ 午前 9 時〜

平成２８年 ２ 月 ６ 日㈯
午前 9 時〜

試験教科 国語、算数、理科、社会 国語、算数、面接 国語、算数
合否発表
入学手続
学

平成２8年 １ 月１２日㈫

平成２8年 ２ 月 9 日㈫

各家庭に郵送（電話によるお問い合わせにはお答えできません）
入学金 ４5,000円 ＋ 教育充実費 ２00,000円 ＝ 合計 ２４5,０００円

（所定の用紙にて銀行窓口でお納めください）

費 ◦授業料 ２1,500円 ◦教育充実費 10,000円
◦その他 ４,３00円（保護者会費、後援会費、校友会費、図書費）

（月額）

特別奨学生制度

お知らせ

められます。

大学時代は文系の国文学科でし

た。今の職につながるようなことは

一見ないように思えます。しかし、

国文学を学んだことで、物事をより

深く考えさまざまな角度から見るこ

と、人に伝わる文章の作成方法や自

分にとって興味がない、わからない

ことでも最後までやり切る気持ちが

備わったと感じています。大学時代

に学んだことは、プラスになること

はあったとしてもマイナスになった

ことは何一つありません。

自分の可能性を信じ、どんなこと

でもあきらめずに突き進む気持ち、

苦労をいとわず努力し続ける気持ち

さえあれば、どんな職種であったと

してもやり遂げることはできます。

周りへの感謝・思いやりを忘れな

いこと、おごり高ぶらず謙虚でいる

こと、出来ないいいわけをするので

はなく出来るように前を向き努力す

ること、この三つを信条として、私

は今後も頑張っていきたいと思いま

す。

人物優秀で、次のいずれかの基準を満たす者から選考し、入学金および授業料の
納入を免除します。
①小学校長または学習塾長から学業成績が特に優秀であると推薦され、入学試験
の成績が優秀な者（専願に限ります）
②入学試験の成績が特に優秀な者

皇 中 祭
日程◦１０月２４日㈯・２5日㈰
場所◦大学記念講堂、中学校校舎

第3回

オープンスクール2015
〜皇學館で学ぼう〜
日時◦１１月１5日㈰ ９：３０〜

内容◦合唱コンクール、クラス展示、 内容◦学校説明、入試案内、体験授業、
Ms.OOJAコンサート、
入試対策授業 など
tuperatupera記念講演 など
※小学校 3 〜 ６ 年生対象とします。

月 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）

訓（文学部教授）

皇學館大学共催講座

フ

ァ

ー

ボ

＊１

国文学科四年の松島史さん、中村葵さん、

という時に本当によかっ
たのかと不安になってし
まう性格。この言葉をき
っかけに、自分が迷わず
決めたことはそのまま突
き進んでやってみようと
強く思えるようになりま
した。
「ふあゆ」を制作する

る地元の方がどんな会社

そこで、身近な存在であ

なか掴めませんでした。

いていくイメージがなか

松島●自分が卒業後、働

た理由は何ですか。

と。
そこから、
きちんと調

て何も知らないんだな

かず、自分は地元につい

考えてみると全く思いつ

な仕事があるのだろうと

た。でも、
いざ、
どのよう

きたい気持ちがありまし

中村●もともと地元で働

の一つでもありました。

を知る ＝ 就職活動

ので、地元の仕事

たい」「地元の仕事を守っ

佐藤●
「地 元 を 活 性 化 し

きました。

んでいる様子が伝わって

誇りを持っていて、楽し

的でした。自分の仕事に

の話をしていたのが印象

とても素敵な笑顔で仕事

大変だよ」
と言いながら、

元産の商品やお店に目が

中村●外出したとき、地

方が変わりました。

乗っているものだと考え

いうか、両方同じ線上に

事」も「生活」の一部と

せていただくうちに「仕

いました。でも、取材さ

を念頭に就職活動をして

て、両立できるかどうか

「生活」を別々に考えてい

話を聞きました。伊勢志

とも考えてほしい」との

い人たちに地元で働くこ

佐藤●取材中、何度か「若

を伝えたいですか。

ます。

だから”とはっきり言え

たが、今は“地元が好き

以前は“何となく”でし

地元で働きたい理由も、

向くようになりました。

いです。

のきっかけになれば嬉し

リーペーパーが動く最初

悩む人がいたら、このフ

した。もし就職について

でに働いている先輩に聞

せんでした。そこで、す

したらいいのかわかりま

れますが、そもそも何を

た人から決まる」と言わ

研究開発推進センター神道研究所 公開学術講演会 431教室

1４ 土

皇學館大学共催講座

1９ 木

国文学会講演会

431教室

２1 土

月例文化講座

431教室

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

近鉄文化サロン阿倍野
２1 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会 伊勢神宮と熊野権現
多田實道（文学部准教授）

学芸員が語る三重の文化と魅力Ⅱ
「 1 時間で巡る亀山市の歴史旅行 古文書・古記
録・絵図との出会い 」小林秀樹（亀山市歴史博物館館長）

近鉄文化サロン阿倍野

２８ 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

２８ 土

皇學館大学共催講座

皇學館大学 ふるさと講座 名張市武道交流館いきいき・多目的ホール

1２ 土

皇學館大学共催講座

あゆ」の制作に参加しま

てもらい、地元の方が守

人でも多くの学生に知っ

がたくさんあることを一

て何か一つ答えがあるの

中村●「働く」ことについ

すか。

うに活かしていきたいで

んだことを今後、どのよ

「ふあゆ」の制作で学

り続けてきた仕事や技を

ではなく、感じ方は人そ

受け継いでいってほしい
と思います。

されます。



【企画部】

として成長してくれると期待

え、地域活性の新たな担い手

に興味・関心を持つ若者が増

直した」と語りました。地元

参加を機に「地域のことを見

ジウムに登壇した高校生は、

す。ＣＯＣ事業の公開シンポ

とを知ってほしいと話しま

力的な仕事がたくさんあるこ

も多くの人に伊勢志摩には魅

制作した学生たちは、一人で

フリーペーパー「ふあゆ」を

同様のことが言えそうです。

ますが、地域活性においても

く、無関心」との言葉があり

「愛 の 反 対 は 憎 し み で は な

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】
。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。
◉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。

れぞれだとわかりまし

訓（文学部教授）

松島●就職活動は「動い
近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

学生ならではの視点で取材

松島●以前は「仕事」と

近鉄文化サロン阿倍野

1２ 土

即位儀礼の詳細な記録

え

しい場合は、起絵を用いるなどの

おこし

工夫も見られます。加茂正典教授

ご しょ し

貞享四年四月二十八日、御所紫

によれば、本絵図製作の意図につ

しんでん

宸殿で行われた東山天皇の御即位

しょやく

式の様子を描いた絵図です。即位

ぎょう

ご しゅらい

き、四月二十三日に行われた即位

く

さんやくしゃ

式での天皇以下諸役進退の順路や

じょう

ざ

のため作製され
式の御習礼（練習）

でん

じょう

たものではないかと考えられてい

てい

ど奉仕者の配置の状況・姓名、調

殿上・庭上での公卿座や参役者な

ます。 （
 小原家文庫資料のうち）

ほ せつ

度品の位置に至るまで詳細に記さ

れています。儀式の鋪設（準備）、

具体的な流れが一目で理解できる

経験はなかなかできるも

ーペーパーを作るという

佐藤●学生のうちにフリ

思います。

のか、考えていきたいと

く」とはどういうことな

る私も自分にとって「働

た。これから社会人にな

いると思います。でも、

と考える人も少なからず

いたい」「働きたくない」

のが多く、「ずっと学生で

の情報はネガティブなも

松島●メディアやＳＮＳ

ました。

て仕事に励みたいと思い

に自分なりの想いを持っ

身、今後社会に出たとき

楽しみにしています。

たいと、今は働くことを

私も皆さんのようになり

をしてくださいました。

りを持ち、いきいきと話

研究開発推進センター神道博物館
学芸員・教授 岡田芳幸

のではありません。取材

よう配慮されています。記入が難

で地元の仕事に触れ、そ

取材させていただいた方

＊２ クラウドファンディング
〔英語〕 Crowd
（群衆）
（資金調達）
Funding
目標の実現のためインターネッ
トを通じて支 援 者（出 資 者）
を
募り、資金を集める手法。
「寄
付型」「融資型」などがある。

（ https://faavo.jp/mie
）

＊１ ＦＡＡＶＯ
地域・地方に特化したクラウド
ファンディングのプラットホーム。

こで働く人たちの想いを

方は皆ご自身の仕事に誇

産業等の姿を「多様性と

調和性」「持続的発展性」

「再生と創造の伝統性」
の

が進行中である。一つは

二つの“情報発信計画”

の好機に向け、本学では

外からも注目を集めるこ

った。国内のみならず海

が開催されることが決ま

でＧ７伊勢志摩サミット

十六・二十七日に、賢島

平成二十八年の五月二

ミュニケーション学科）

科）とメイヨー准教授
（コ

で、櫻井治男教授（神道学

行事紹介も加える内容

併載し、熊野古道の祭り

り、英語版の要約記事を

参 照）
。 今回再版にあた

てきた（学園報五十四号

情報冊子として好評を得

トな遷宮・神宮・伊勢志摩

載記事を再編。コンパク

ションが図られることを

を紹介し、コミュニケー

の得意とする言葉で地域

や地域の人たちが、自分

学生のみならず、高校生

手元におきながら、本学

く構想中である。これを

共有情報の役割を担うべ

において発信する上での

ながら、グローバル社会

鎮座する意義と関連付け

うもの。神宮がこの地に

観点から紹介しようとい

『 遷 宮 浪 漫 』の 英 語 版 作

を中心に作成中である。

『遷宮浪漫』は平成二十

議所と協働作成の予定

ド式ガイドは伊勢商工会

●◯
誤 楢本樹邨

【訂正とお詫び】前号（第 号・３面）
に掲載の記事において左記の誤り
がありました。訂正し、お詫びい
たします。

めざしたい。

成、二つ目は「多言語で

五年に斎行された神宮の

で、伊勢志摩の文化的特

Webカー

式年遷宮を機に、本学教

色、地域の自然と生活・

もう一点の

員による読売新聞への連

よう」カードの発行だ。

伊勢志摩を発信・紹介し

二 企 画 が進 行 中

伊勢志摩サミットに向け、



感じ取れたことで、私自

江戸時代（貞享四年＝1６87）
法量 縦 ２7０.０糎 横 1５8.０糎

佐藤祐也君の三名が「ＦＡＡＶＯ三重」
＊２

を活用したクラウドファンディングで資
金を調達し、学生による学生のためのフリー
ペーパー「ふあゆ」を七月二十七日、発刊した。
伊勢志摩地域で活躍する十二名の方に＂あなたに
とって「働く」とは？＂
をテーマにインタビューを
敢行し、まとめ上げた力作だ。一大プロジェクト
をやり遂げた彼らに話を伺った。
前と後で、「仕事」や「地
元で働くこと」に対する

でどういう仕事をしてい

べてみようと考えました。

ていきたい」など、皆さ

摩地域には魅力的な仕事

1２ 木

か。

るのか知ることで、働く

佐藤●就職活動をする中

んそれぞれに熱い想いを

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）

されている遠藤美和さん

丘処機『西遊記』
を読む チンギス・ハーンと会った道士

の「自分が本当にやりた

本居宣長の国文学 田中康二（神戸大学教授）

インタビューで印象

伊賀の古墳文化と雄略天皇朝 岡田 登（文学部教授）
月例文化講座

イコール

ことを少しでも自覚でき

で自分の知らない職業が

持って仕事に取り組まれ

兒島靖倫（本学大学院生：文学研究科博士前期課程国文学専攻）

くのが一番と、私は「ふ

るのではと考えたんで

数多くあることを知り、

大槻文彦の研究 語原に関する姿勢を中心に

「ふあゆ」を通して何

す。また、地元で働くこ

どんな仕事があるのかも

木村優芽（本学大学院生：文学研究科博士前期課程国文学専攻）

（部分）
じょうきょう

ていると感じました。

とが第一条件だった

一舗

紙本著色

っと知りたい、その上で

「働く」
をテーマにし

東山天皇御即位式図

松島●グラフィックデザ

意識の変化はありました

ほ
ほ ん ちゃくしょく
し

ず
しきの
い
く
そ
ご

イナーで指文字アートを

皇 學 館ミュージ アム
神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「日光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

に残っていること、言葉

『古事記』
を読む（上巻）
「八雲立つ出雲〜稲羽の
素兎」 白山芳太郎（文学部教授）

いことは迷わない」とい

『古事記』
を読む（上巻）
「八十神の迫害〜根国で
の試練」 白山芳太郎（文学部教授）

近鉄文化サロン阿倍野
1９ 土 皇學館大学共催講座
１ 日・短期講習会 原文で読む
『日本書紀』神代巻
天照大神の出生
松本 丘（文学部教授）

２６ 土

国文学会総会・研究発表会

はありますか。

訓（文学部教授）

神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「法隆寺における神仏習合と神仏分離」

河野

２２4教室

小林秀雄「私小説論」について

!

左から、松島さん、中村さん、佐藤君

就職を考えたいと思いま

第1６回 高校生英語スピーチコンテスト

う言葉です。私はここぞ

松下道信（文学部准教授）

２1 土

431教室

２５ 日

431教室

1２ 土

月 跋文にみる蘇軾 上小倉一志（文学部准教授）

1２

２４ 土

中村●どの方も「仕事は

月 中世に於ける公家衆の家名伝襲と家伝文書・家
領の継承 橋本政宣（東京大学名誉教授、舟津神社宮司）

11

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

した。

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 松下道信（文学部准教授）

３1 土

近鉄文化サロン阿倍野

２４ 土

10

◯
正 樽本樹邨

57

「ふあゆ」を発刊!
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

学生 ３ 名がフリーペーパー
イベント情報（10〜12月）
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