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平成二十八年 学長年頭講話

とが多い年頭講話。本年

葉を引用して語られるこ

毎年、先人の教えや言

根本にあることと伝えた。

が人たる所以は忠と孝が

の親」が最も肝要で、人

中でも「君臣の義」
「父子

を選び、自らも相手にと

なってほしいと期待を込

家）
であることに触れた。

国（天皇を中心とした国

確信がなければ湧かない

気は本当に正しいという

践されるものであり、勇

い道）は勇気によって実

だというのは傲慢である

であることが人間の尊厳

あり、神や宗教から自由

詰めると大自然や神々が

惧し、人間の存在を突き

に価値を見出す風潮を危

人となって、経験を積む

菜緒さんは「これから成

た。神道学科二年の三村

考えていきたい」と語っ

の日本をどうしていくか

世界の情勢を知り、今後

いた。日本をよく学び、

指針となるお話をいただ
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協定書を手にする清水潔学長（左）
と木田久主一鳥羽市長

学■
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式 を挙行

年頭講話に続き、十七時か

ら倉陵会館二階の食堂におい

て学内成人式が行われた。対

象となったのは、平成七年四

月二日から同八年四月一日に

生まれた学生六九五名（男子

四〇一名、女子二九四名）。会

場にはスーツ姿の学生約百名

が集まった。冒頭、挨拶をさ

平成二十八年の年頭は

各地とも暖冬となり、雪

国でも雪のない正月を迎

えたということが話題と

て人間性を高

校生活を通し

の学生にも学

伝え、新成人

であることを

めの「徳育」

間性を養うた

にしているのは情操豊かな人

トが揃う士官学校で最も大切

例に出しながら、一流エリー

ス海軍兵学校のエピソードを

訪れた際に視察したアナポリ

年、アメリカ・ワシントンを

う」と喜びを語った。また昨

ともに祝えることを嬉しく思

しい例。人生の大切な節目を

に学内で成人式を行うのは珍

教師になるのが目標。体を動

谷実咲歩さんは「将来は体育

と語った。教育学科二年の角

しっかりと伝えていきたい」

どもたちが増えているので、

る。日本の歴史を知らない子

日本史の教師をめざしてい

て過ごしていきたい。将来は

して自分の行動に責任をもっ

二年の松月悠君は「新成人と

していた。参加した国史学科

ていきたい」と決意を新たに

会に貢献できるように努力し

員として、次世代のために社

り良い社会を担う構成員の一

一翼を担う立場になった。よ

辞を述べ、「これからは社会の

道学科二年の安部晃平君が謝

式では新成人を代表して神

「ある場所
（地域）
・ある時

障が生じた▼気象庁は

港の閉鎖など生活にも支

道管破裂による断水や空

二十五日）と報じられ、水

を記録」（長崎新聞、一月

以来、最多の一七センチ

が一九〇六年の観測開始

えた。長崎市では「積雪

州地方に大きな影響を与

足の解消を見たものの九

からの猛烈な寒波は雪不

だった▼一方、一月中旬

報、
一月四日）
という状況

選手は四苦八苦」（岩手日

控え、練習環境が整わず

開幕の地元スキー国体を

不足のため「二月二〇日

手県では年が明けても雪

体が目前に迫っていた岩

なった。例えば、冬季国

めてほしいと

かす楽しさを教えられたら」

れた清水潔学長は「このよう

激励した。

と語った。

機能向上することを狙いと

教育・学術の分野等で相互に

り行われた。本協定は文化・

七日、鳥羽市役所市長室で執

締結。その調印式が一月二十

学と鳥羽市は包括連携協定を

に寄与することを目的に、本

地域の伝統行事や市民講座、

具体的には、本学の学生が

ること。

するために必要と認められ

⑤その他、前条の目的を達成

④福祉の推進に関すること。

③教育の充実に関すること。

その後は毎年更新する予定だ。

なお、協定は当面三年間とし、

後の展望を語る清水潔学長。

連携を一層密にしたい」と今

えており、協定の締結を機に、

を市の発展に活かしたいと考

「大 学 の 持 つ 知 的 人 的 資 源

デアを活用したいとしている。

②地域の活性化に関すること。 定住事業に関し、大学のアイ

は目の前である。

春雪」と呼ぶ。伊勢の春

はるゆき

が降る。これを「伊勢の

ングで一回だけ湿った雪

ら雨季への移行のタイミ

気圧配置が緩み、乾季か

せてくれる。西高東低の

は雪が春の訪れを感じさ

を告げるけれど、伊勢で

いう風が吹いて春の到来

全国的には「春一番」と

ろう▼さて、伊勢と雪。

雪は異常気象にあたるだ

と定義しており、九州の

生する現象」を異常気象

て三〇年に一回以下で発

期
（週、月、季節）におい

堂々と挨拶を述
べる安部君

し、以下の項目を連携・協力

観光産業、行政に参画、参加

市側は最重要課題とする移住

事項として取り決めている。

し学びを深める。一方、鳥羽

関すること。

①地域の歴史や文化の振興に

地域の活性化と人材の育成

松月君

角谷さん

“和の精神 ”
をもって世界で活躍を
一月七日、清水潔学長による新年恒例の年頭
講話が行われた。新成人となる二年生をはじめ
学生・教職員が記念講堂に集まり、真剣な表情
で学長の言葉に耳を傾けた。

は、
吉田松陰
（一八三〇〜

日本人としての
正しい生き方を示す「士規七則」

一八五九）が従弟である

めて締めくくった。
参加した国文学科三年

ってそうあるべきだと諭
した。

たける

人としての正しい生き方
「皇 国 に 生 ま れ て 皇 国 の

ものであること、公明正

と指摘。日本人としての

中で理解していきたい」

の工藤超君は「社会の中

を凝縮して指し示したも
皇国たる所以を知らず、

大についての一文から

アイデンティティを皇學

最後に、近年の人間観

のであると言及した清水
急ぎ帰りて六国史を読

は、正直であることの大

館で学び、日本のみなら

にある“ありのままの姿”

学長。最初に最も重要と

む」と松陰が手紙に記し

切さを説いた。
さらに
「徳

と語った。

そして七つの規範につ

する一節
「人に五倫あり。

た逸話から、松陰自身も

を成し材を達する師恩・

ず世界で活躍する存在に

いて順に解説。
道義
（正し

而うして君臣・父子を最

若い頃は皇国について理

友益、多きに居る」との

続いて、君子とは天皇

大となす」という部分に

解が浅かったが、水戸学

一節からは、真に社会に

のことであり、日本は皇

皇国を理解してこそ
日本の本質を理解できる

玉木彦介の元服を祝い、
贈った言葉「士規七則」
を紹介した。

ついて詳しく解説した。

の教えを受け、その重要

で生きるための考え方の

五倫とは、儒教で説かれ

性をすぐに認識したエピ

〈三重県〉高等教育機関魅力向上
支援補助金に採択

鳥羽 市 と包 括 連 携 協 定 を 締結

る五つの徳目のこと。「君

は、よき師・よき友との

臣の義」
「父子の親」
「夫

出会いが重要であり、厳

役立つ人物になるために
の本質をつかむには、皇

ソードを紹介。日本の国

まず、この規範は日本

日本人としてあるべき姿、心構えを説く清水学長

婦の別」
「長幼の序」
「朋

国への理解を深めること

しく切磋琢磨できる友人

友の信」を指し、それぞ

が大事だと語った。

７面

れの人間関係で何が大切
かを説いている。
松陰は、
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“学び”
プロセスそのものが
に

むことは地元について認
識を深め、地域に貢献で
きる絶好の機会」とその
重要性を語る。
今回、ワークショップ

ＬＬ・皇學館

若男女が集っていた。Ｃ

「和」
には二十名ほどの老

河崎の一角にある憩い処

たちの緊張をほぐそうと

ずは初対面である参加者

きなり本題に入らず、ま

行。冒頭、武村さんはい

のグループに分かれ進

ワークショップは三つ

年の武村志緒里さんだ。

団に所属する教育学科四

を務めるのはみらい対話

いて。ファシリテーター

ノベーション
（再生）
につ

勢市駅前の空きビルのリ

いる。この日の議題は伊

員に学生七名で活動して

発センター助教を指導教

創るべく、池山敦教育開

話団に提案した伊勢まち

本日の議題をみらい対

いた。

に新たな価値を見出して

プラス思考の発想でビル

そう〉→〈神秘的〉など、

で落ち着く〉
、
〈入りづら

〈賑わいがない〉
→〈静か

わいと意見を出し合い、

頭をひねりながらもわい

示。参加者たちは一様に

言い換えてくださいと指

その短所をポジティブに

げるよう促すと、次に、

ルのネガティブな点を挙

に。武村さんはまず、ビ

用策について話し合う場

で、議題であるビルの活

は疑問を呈す。「人見知り

多い。しかし、池山先生

を第一位に掲げる企業は

ミュニケーション能力」

重視する要素として、「コ

方。近年、採用選考時に

に依存しない対話のあり

コミュニケーション能力

るという。一つは個々の

に学んでほしいことがあ

団の活動を通して、学生

池山先生はみらい対話

プによって切り口が違っ

た高橋徹さんも「グルー

築を手掛けてき

め、数多くの建

と、「地域の人たちと協働

に就職することを考える

り、卒業生の六割が県内

者の七割が県内出身であ

る」と話す。また、入学

に貢献できる人材になれ

を磨けば、必ず組織運営

シリテーターとしての腕

実するはず。学生がファ

ば、対話の場はもっと充

言いやすい仕掛けがあれ

ショップのように意見を

い。もし、今日のワーク

できないのかもしれな

した。

て興味深い」と感想を話

今後の活躍に期待したい。

大きい。取り組む学生の

セスにおいて学ぶものは

ることながら、そのプロ

に満ちた顔で話した。

に活かしたい」と達成感

教壇に立つが、ぜひ授業

を成功に導いた武村さん

大学学生フュ
自分のお気に入りの店や

する性格かもしれない

（コミュニティー・ラーニング・ラボ）
活動が活
発化していることは前号（第五十九号）で伝え
た。今回はその一つ、皇學館大学学生フューチ
ャーセンター「皇學館みらい対話団」によるワ

場所◦斎宮歴史博物館 講堂

三重県多気郡明和町竹川 ５０３

でプロジェクトに取り組

づくり衆」の副理事を務

主催◦皇學館大学・三重大学
共催◦三重県・斎宮歴史博物館

皇學館大学企画部地域連携推進室TEL ０５９６-２２-８６３５
三重大学企画総務部総務チーム TEL ０５９-２３１-９００5
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尾崎 八束 （おざき やつか）

明治 ５ 年神奈川県生。明治３１年東京帝国大学国史学科
卒業。明治３１年から大正 ３ 年まで神宮皇學館教授。号は
狐山人。１８７２〜１９２０。

なごみ

違いから気後れして発言

講演 １

話せる雰囲気づくりやメ
リハリのある時間配分な
ど、実際にファシリテー
ターをしたことでいろい
ろ勉強になった。春から

のをはじめ、これまでに

御薗小学校、明野小学校

で計五回の授業を実施し

ている。いずれも「いも

むし作文〜作文を上手に

書くために文の構造を知

ろう〜」と題し授業を進

めた学生たち。主語、述

語、修飾語といった文の

構成要素をいもむしの体

のパーツにたとえ、文の

成り立ちをわかりやすく

指導した。子どもたちは

学生が制作した電子黒板

を使ったしゃべる紙芝居

にも興味津々で、身を乗

成二十六年に初めて実施

た連携協定に基づき、平

本学が伊勢市と締結し

学ゼミに所属する学生十

担当したのは国語教育

が行われた。

を対象に国語の出前講座

第二弾として小学四年生

るいい経験ができた」と

った。教育実習とは異な

く、がんばった甲斐があ

だ。準備は大変だったが、

擬授業をして講座に臨ん

ＣＬＬ活動は成果もさ

り出して画面をじっと見

入る姿が多く見られた。

参加した教育学科四年の

した理科の出前講座。本

五名だ。昨年七月十日に

岸真由さんは「何度も模
＊ファシリテーター

物の昆虫を使った解剖実

感想を話していた。

を卒業し、すぐに神宮皇學館教授と

高等学校
（仙台）
を経て東京帝国大学

た。尾崎八束は、皇典講究所、第二

の代までは宗我神社の社家であっ

田原市曽我谷津に住み、祖父・基広

尾崎家は代々、現在の神奈川県小

後に腹切り問答で有名な浜田国松の

館という旅館の離れである。ここは

ころ住んだのが岡本町にあった参宮

し、明倫小学校へ入学させた。この

明治三十九年には一雄だけを呼び戻

と、妻子を一旦、小田原に帰すが、

男、山形県米沢の大乗寺良一ら神社

再興に尽力した熱田神宮の長谷外余

る。同時期の学生には皇學館大学の

ると、額賀は一雄に手紙を出してい

祖の地」がＮＨＫラジオで放送され

であった額賀大直である。後年、「父

必ず私向きの菓子折りを持って来る

て来た。学生達は、私が居るため、

スペイン風邪と呼ばれた感冒にかか

む。恒例としていた神宮参拝の際、

神宮皇學館教授を退官。小田原に住

大正三年、胃腸の弱かった八束は

界を牽引する人物がいた。

こうした私事についての詳しい事

のだが、父はそれをいちいち調べて

当時、「皇學館の学生がいつも訪ね

屋敷となっている。

情がわかるのも八束が作家、尾崎一

り、大正九年、最期を悟った八束は

平）

一雄に「何でも、常識でよく判断す

齋藤

もの」
に分け、「たべていけないもの」

（国文学科教授

るがいい」と言い残した。四十七歳



は旅館の人達にすぐやってしまっ

その学生の一人が香取神宮の社家

であった。

「たべていいもの」「たべていけない
顔」などでその思い出を記している
からである。
八束は伊勢に赴任後、浦田町五十
番屋敷に住んだ。娘セイが生まれる

た」という。

雄の父で、
一雄が「父祖の地」「父の

あった。

婚。タイも沼津市の日枝神社の娘で

なった。妻タイとは帝大生の時に結

子どもたちの反応が良

験や解説がわかりやすい

市立大湊小学校へ赴いた

食い入るように画面を見つめる子どもたち

と好評だったのを受け、

作文指導
会議やミーティングなど複数
の人が集う場において、議
事進行を務める人のこと。
場の雰囲気や参加者の様子
を鑑みながらスムーズな進
行を心掛ける必要があり、
手腕が問われる。

学生が出前講座で

作 家・尾 崎一雄の父

視野に発想するので似た

た以上に多彩で面白いア

ショップの参

イデアが出て、参考にな

り寄ったりの案になって

団は地域の課

しまう。今日は思ってい

題を題材に多

」

１３：１０〜「文献史学から見た斎宮 奈良から平安へ

ＰＯ法人「伊勢河崎まち

った」と感心しきり。Ｎ

シンポジウム「桓武天皇と斎宮」

様な人たちが

みらい対話

教員への道が決まっている
武村さん

史跡公園「さいくう平安の杜」復元建物の
見学・案内
１５：３０〜

駒田美弘 三重大学学長
１５：２０〜 閉会挨拶

奈良から平安へ

講演 ２

未来について

荊木美行 皇學館大学研究開発推進センター副センター長・教授

ークショップの模様を報告する。

日時◦平成２８年 ３ 月２０日㈰ １３：００〜１５：３０

対話から生まれる多彩なアイデア

「桓武天皇と斎宮」

は「参加者がオープンに

ーチャーセン
商品を紹介する時間を設

づくり株式会社の江崎明

し、立場や持つ情報量の

ＣＯＣ事業
（地
（知）
の拠点整備事業）
の一環と

ター「皇學館

裕さん、
尾西学さんは
「我

して、本学学生が圏域の課題に取り組むＣＬＬ

一月二十九日、午後六

みらい対話
けた。リラックスしたム

我はどうしても事業化を

史跡公園 「さいくう平安の杜」
復元建物完成記念

フォロワーシップを磨き、
地域貢献できる機会

時半過ぎ。降りしきる雨

団」
（以下、
み
ードが広がったところ

第 ３ 回 皇學館大学・三重大学合同シンポジウム

＊

の中、蔵のまち・伊勢市

らい対話団）

対話を見守る池山先生（中央奥）

加者たちだ。

によるワーク

対話の内容をコンパクトにまとめて発表
タイムスケジュール

対話する場を

榎村寛之 斎宮歴史博物館学芸普及課課長
荊木美行 皇學館大学研究開発推進センター副センター長・教授
小澤 毅 三重大学人文学部教授
１４：４０〜

」
毅 三重大学人文学部教授
１３：５０〜「考古学から見た斎宮

小澤

潔 皇學館大学学長
清水
１３：００〜 開会挨拶

定員先着１１０名
事前申込み不要
参加無料

人物列伝
皇學館
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皇 學 館 学 園 報
平成２8年2月20日
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（3） 第60号

博学連携シンポジウム 開催のお知らせ

県内就職を応援!就活支援を強化

大学 の＂学芸員養成＂教育と
博物館 文化の裾野を広げるために
日時◦平成２８年 ２ 月２９日㈪ １３：３０〜１５：３０

若者の県内定着を視野に三重県が創設した「高

等教育機関魅力向上支援補助金」
に、
本学が申請し

製造業等の産業集積地で

職業に対応するスキルの
切りにすでに三回実施。

十八ページ。どちらも一冊。結局、最

二月二十六日には事務系
この三月で退任となるが、三十年間

養成に向け新たな学修分

初から最後まで読んだものを一冊と数

ある北勢も含め、県内全

私が学生諸君に言い続けたモットーが

ないし、和書も洋書も部分的に読んだ

えるよりほかない。論文はここに入ら

浪人をした十九才の春、その反省か

最後に、私自身に決定的影響をおよ

「一週間に一冊の本を読もう」である。

ら大学へ入ったら悔いのない勉強をし

ぼしたものは、①和辻哲郎『風土』（岩

を対象にした「学内１Ｄ

が、三月十五日には四日

ようと自らに誓った。後に親友となる

ＡＹインターンシップ」

市市で本学が主催する合

友人がものすごく本を読んでいて、そ

野・コースの設置を計画

同企業説明会が開催され

している。

事業効果を高める三施策

波）、②Ｍ・ヴェーバー『古代社会経済

深草正博

東京教育大学大学院文学研究科
修士課程西洋史学専攻 修了

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

史』（東洋経済）、③Ａ・ブルーム『アメ

4

リカン・マインドの終焉』（みすず）
の三

4

標になった。一週間に一冊のペースで

冊である。もう一つ④大塚久雄『近代

4

年間五十冊であるから、単純計算で四

欧州経済史序説』があるが、これは著

4

十年。十九才から始めて五十九才まで

作集第二巻に別の一冊とともに入って

ものは一切入らない。

かかる。実際に二千冊に到達したのは、

い。①は十九才、②は二十三才、③は

一昨年すなわち平成二十六年七月一

六十三才、④は二十一才に読んだもの

おり、そちらは読んでいないので先の

簡潔に言えば最初から最後まで読んだ

で、私の経験からも、若いときに読ん

原則から一冊に入れることはできな

本のことである。が、これがなかなか

ところで、一冊とはどういうことか。

ややこしい。具体例を挙げれば、司馬

だ本が大きな影響を与えるのではない

日、六十三歳のときであった。

遼太郎の『竜馬がゆく』（文藝春秋）は当

この先どこまで行けるかわからない

だろうか（私の例からすれば、
本当にす

が、これからも変わらず「一週間に一

ごい本に出会うのは④を入れても平均

文庫では全九巻である。さらに、ペー

冊」を目標に読んでいこうと思ってい

初五巻本で出たが、文庫に入ったとき

ジ数の問題もある。例えば、Ａ・Ｇ・

る（この原稿を書いている平成二十八

は全八巻である。マルクスの
『資本論』

フランク『リオリエント』（藤原書店）

して五百冊に一冊程度か）
。

の本文は五八九ページで、他方、岸本

年一月三十日時点で二〇六五冊）。

（大月書店）も五巻本で読んだが、岩波

美緒『東アジアの「近世」
』（山川）は七

』
A JOURNEY THROUGH TIME AT JINGU

TEL ０５９６-２２-８５６１ FAX ０５９６-２２-８５６２ E-mail k-service@kogakkan.co.jp

（英語・日本語版）

あたりメイヨー准教授は

「単 な る 日 本 語 版 の 翻 訳 で

はなく、斎宮など地域の祭

りに関するコンテンツや読

者のニーズを考え散策マッ

プ を 新 た に 加 え た」 と 話

し、「日本の宗教、歴史、文

化、文学にも触れているの

で、伊勢志摩をより深く理

解できる内容になったので

はないか」と自負する。

700円（税抜）※送料別

【お問合せ先】皇學館サービス

『遷宮浪漫

昨年の創刊以来、好評を

得ている『遷宮浪漫』
（第五

十四号参照） の英語版『 A
JOURNEY THROUGH
』が完成
TIME AT JINGU

した。作成は伊勢志摩サミ

ットの開催を見据え、櫻井

治男教授（神道学科）とメイ

ヨー准教授（コミュニケー

ション学科）が中心となっ

て進めてきたもの。英訳に
既刊の日本語版は伊勢市

の観光協会など県内十一カ

れが刺激となり、いつしか二千冊が目

教育学部教授

『遷宮浪漫』の英語版が完成!
所で販売されており、英語

る予定だ。

①北勢地区企業との新しい出会いを創出する。
②学外での実施により、学生の参加意識を向上させる。

版も順次委託を依頼する予

域に拡大しようというも

③は県内高校生にとっ

「１ 週間に１ 冊」を目標に

第 ５ 回 要予約 大学よりバスで送迎。本学発 ９：3０予定

定だ。

のだ。また、そのために

①について、本事業の

て学びの選択肢が増える

た「県内企業と学生とのマッチングコーディネー

事業効果を上げるた

牽引役となる就職マッチ

よう、コミュニケーショ

ターによる学生就活支援強化事業」
が採択
（平成二

め、本学は次の三つに重

ングコーディネーターに

ン学科では、情報・統計

必要な学生支援や多様な

点を置いた。

は県内の企業や産業の魅

十七年度のみ）
。二、
三年生を対象にさまざまな取

た「県内企業と学生との

①就職マッチングコーデ

組みが行われている。

本学は入学志願者及び

マッチングコーディネー

分野における基本的スキ

卒業生の活躍エリアを
県内全域に拡大

入学者の七五％が県内出

力を熟知した地元金融機

なお、平成二十八年三

ィネーターの協力を得て

月卒業予定者においては

ターによる学生就活支援

ーのきめ細やかなサポー

速いペースで内定者が続

身者であり、卒業後の就

トのもと、学部学生が県

出し、企業・団体におけ

ルを備えた人材を養成す

域に展開する。

内企業や産業の現況と将

る 内 定 率 は 八 九・九％ に

関のＯＢを一名雇用し、

②三年生対象の行事を

来性を主体的に学び、希

達した（一月末日時点）。

北勢エリアの企業等への

「み え 出 会 い ス イ ッ チ プ

望を持って県内企業・産

本事業の推進にあたって

強化事業」は現状、中南

ログラム」として充実。

業を第一志望に就職活動

職先も県内企業・産業が

人文学系の学生が不得意

できるよう、就職担当部

対象

３ 月１５日㈫ １３：００〜１６：００❖じばさん三重（四日市市）

Ａ ５ 判・１２２頁（英語32頁／日本語90頁）
、地図

る分野を新たに導入する

な分野の知識・スキルの

３ 年生

合同企業説明会 in 四日市

メイヨー准教授

すでに就活支援を開始し

向上をめざす。

は、単に県内就職率の向

第 ３ 回 要予約 定員50名
（2）
①企業のインターンシップに参加できなかった学生に、疑似就業体験の機
会を提供する。
②とくに事務系の仕事について実践的な就業体験の機会を作る。

局のバックアップ体制を

対象

２ 月２６日㈮ ９：００〜１６：００❖９５１会議室

③これら取組みの成果を

３ 年生

学内 １ DAYインターンシップ（事務系）

上を目的とするのではな

対象

平成２8年 ２ 月２３日㈫

強化・再構築する。

３ 年生

地元（伊勢市）企業視察会

踏まえ、既存学部におい

対象

平成２8年 ２ 月１９日㈮【終了】

く、地域社会に貢献でき

３ 年生

学内 １ DAYインターンシップ（営業系）

②の「みえ出会いスイ

対象

平成２8年 ２ 月１５日㈪【終了】

て県内のみならず全国的

第４回

３ 年生

異業種パネルディスカッション＆模擬面接会

る高度な職業能力を備え

第３回
（1）

対象

平成２７年１２月１６日㈬【終了】

ッチプログラム」は、左表

第２回

2・3年生

県内企業との交流会、キャリアデザイン講座

にも人材不足が指摘され

第１回

た人材育成を並行して推

みえ出会いスイッチプログラム

し進めていく。

E-mail MieMu@pref.mie.jp

の通り昨年十二月十六日

TEL ０５９-２２８-２２８３ ㈹

に開催された第一回を皮

E-mail kikaku@kogakkan-u.ac.jp

ている新たな学修分野

TEL ０５９６-２２-８６３５

●三重県総合博物館

「ビ ッ グ デ ー タ 時 代 に 対

E-mail lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jp

応する人材の育成」の開

TEL ０５９-231-9083

●皇學館大学地域連携推進室

設を推進し、県内高校生

問合せ先

●三重大学博学連携推進室事務局（附属図書館内）

の
「学びの選択肢の拡大」

をめざす。

司会・コーディネーター 山田康彦 氏（三重大学教育学部教授）

会社訪問を強化。学生の

石原義剛 氏（海の博物館館長・三重大学客員教授）
岡野友彦 氏（皇學館大学文学部教授・佐川記念神道博物館館長）
中村千恵 氏（三重県総合博物館学芸員）

勢が中心となっている本

パネラー

六一％と高水準で推移し

◆パネルディスカッション（14：30〜15：30）

予定だ。

佐久間大輔氏（大阪市立自然史博物館学芸員）が社会と連携
しながら展開する博物館の実践事例とそこで求められる
学芸員像、その養成の意義を語ります。

ている。コーディネータ

◆基調講演（13：30〜14：20）

就職活動エリアを県内全

地域と結びついた博物館や学芸員のあり方を長年にわ
たり探求してきた佐久間大輔氏の講演を踏まえ、大学や博
物館関係者等それぞれの立場から新しい学芸員像、今後
の学芸員養成教育について展望する。

学卒業生の活躍エリアを

定員 １００名（入場無料・先着順・事前申込不要）

ている。この度採択され

会場◦三重大学メディアホール 総合研究棟Ⅱ１ F

平成２8年2月20日

就職内定者

VO I C E

皇 學 館 学 園 報
神道学科
国文学科
国史学科
コミュニケーション学科
教育学科
現代日本社会学科

第60号 （4）

福
中
服
上
杉
山

山 友 崇
村
葵
部
文
野 優 太
本 晴 香
根 あさひ

神宮
日本郵便株式会社
セコム株式会社
百五銀行
小学校教員：三重県
公務員・三重県警

その他の内定者についても大学HP「内定者VOICE」でご紹介しています

積極的に就職活動を行い、見事内定・合格を決めた先輩たち。
内定獲得に向けて努力したことや就職サポートの活用法、就職活動に役立つアドバイスを紹介します。
内定先

神宮

内定先

明階総合課程の履修を通して
貴重な機会を得ることができた
神道学科

日本郵便株式会社

内定先

積極的に動いて
自分の実力、得手不得手を知ろう

福 山 友 崇

国文学科

中 村

セコム株式会社

信憑性のある情報のみ収集。
面接は等身大の自分で「会話」を

葵

国史学科

幼い頃から神職である父の姿を

就職活動を振り返って思うの

営業職という避けられがちな職

見て育ち、祭典の準備や境内の清

は、早めに動いたおかげで入念に

種にあえて挑戦し、お客様の願い

掃等を行う中で、敬神の心が養わ

準備できたのが良かったというこ

や悩みに寄り添いたいと思い営業

れたと思います。

服 部

文

と。 ３ 年生の頃から就職講座に参

職を中心に就活をしました。そこ

奉職活動にあたっては、神職養

加して積極的に活動していました

で、特別就活講座で勧められたセ

成部の方から履歴書をはじめとす

が、面接やグループディスカッシ

コムを受け、業界トップのスケー

る書類の書き方や面接対策など、

ョン、自己PRの方法など、自分で

ルの大きさと謙虚に前へ進み続け

必要なスキルを丁寧に指導していただきました。先輩方

はわかっているつもりでも知らなかったり、実際にやっ

る社風に惹かれ、進路決定に至りました。特別就活講座

が残してくれた試験報告書も大変参考になりました。ま

てみると思うようにできなかったことが多々ありまし

で講師の先生と就職支援の方のお話が進路決定のきっか

た、身だしなみや言葉遣いも普段から意識していました。

た。そこで、就職担当を定期的に訪ね面接の練習や履歴

けとなり、感謝してもしきれません。

４ 年生で明階総合課程を履修できたことも奉職活動に

書の書き方などさまざまな部分でサポートしていただき

就活を行う上では事前にできること、考えられること

大きく影響したと思います。明階総合課程を履修してい

ました。各種の対策講座では先生より良かった点、悪か

はすべてやるよう心がけました。ネットの口コミは一切

ることで神社本庁や有識者の方々のお話を拝聴する機会

った点を教えていただけたので、自分の改善点がよくわ

見ず、信憑性のある情報のみ参考にして企業業界研究を

が多く、普段の大学の講義とは一味違う貴重な経験とな

かりました。

しましたが、それは、国史学科で身に付いた姿勢だと思

りました。最高位であると同時に、指導的神職でもある

また、こういうことをやっておいたら面接で話すネタ

います。面接は企業の方も自分のことを知りたいと思っ

「明階」という階位をいただく責任の重さも感じました。

になるのではと先生にアドバイスをいただいたり、事前

ているのだと考えたら、落ち着いて話をすることができ

もともと地元三重県での奉職を希望しておりましたと

に先輩の報告書に目を通し、どんな質問をされるのか確

ました。決して自分を大きく見せ過ぎず、
「会話」をする

ころ、神職養成部の方々からの助言もあり、神宮を志望

認していました。履歴書も面接で答えやすい質問をして

ことが重要だと思います。

しました。おかげで内定をいただくことができました。

もらえるよう、考えながら書きました。

自分がどこまでできるのかやってみたいと挑戦者の気

奉職後はお世話になったゼミの先生、奉職先のきっかけ

最初はわからないことばかりで不安だと思いますが、

を作ってくださった神職養成部の皆様方、家族、友人に

何年か後にこの仕事は大変だけど楽しいと言えるように

りません。この進路選択が良かったと思えるかどうかは、

対して感謝の念を忘れずに日々精進していきたいと思い

なっていたらいいなと思います。在学中にさまざまなこ

自分次第です。まずは営業として、一人でも多くのお客

ます。そして、より一層日々のご縁を大切にしていきた

とにチャレンジしてきた行動力を忘れずに、何事も自分

様に安心してセキュリティを任せていただける人材にな

いと思います。

から主体的に動ける社会人になりたいです。

るのが目標です。

内定先

百五銀行

内定先

国際銀行マンとして、
地元に貢献しつつ世界に関わりたい
コミュニケーション学科

小学校教員：三重県

持ちでスタートした就活でしたが、内定がゴールではあ

内定先

公務員・三重県警

教育実習を経て教員をめざそうと決心。 小さな目標を決め、確実に達成。
子どもたちとともに成長していきたい
その積み重ねが大きな自信になる

上 野 優 太

教育学科

杉 本 晴 香

現代日本社会学科

山根 あさひ

２ 年生の春にイギリスの大学に

教育実習で出会った子どもたち

持ち前の明るさや体力を活かし

短期で行ったことがきっかけで、

から「先生になって」と言っても

て警察官になりたい。そんな漠然

将来外国とつながる仕事をしたい

らえたことや、先生方から「ぜひ

とした思いが本気に変わったの

と思うようになりました。また、

一緒に働きたい」と言っていただ

は、福祉の授業で児童虐待につい

地元である三重に貢献しつつ世界

いたことで、教員をめざそうと決

て学んだことがきっかけです。少

と関われる企業を探した結果、

めました。また、現役で先生をし

年の非行防止や健全育成に取り組

百五銀行を志望しました。

ている先輩の話を聞く中で、教師

む三重県警のボランティア活動に

という仕事の楽しさが伝わってきたことも理由の一つ

参加したことでより具体的に考えるようになりました。

就活中、とくに頑張ったのは語学力です。大学には中
国人留学生が多いので、私は留学生に図書館でよく中国

です。

志望先が決まると早く準備に取り掛かれます。 ２ 年生

語を教えてもらい、実際に本番で披露しました。また、

志望が固まったことで、採用試験を受ける人向けの講

の頃から就職支援室に通って試験情報を徹底的に調べた

所属するコミュニケーション学科の「表現演習」はとて

演には必ず出席するようにしました。また、 ３ 年生の時

り、先輩に話を聞かせてもらったり、警察署の方に面接

も役に立ちました。この授業のおかげで文章の書き方が

は論作文の添削や面接の練習を、 ４ 年生の時は集団討論

練習をしていただいたりしました。大原の公務員試験対

上手になり、面接にも落ち着いて臨めました。

や個人面接の対策を教職支援室の先生にしていただきま

策講座では公務員の教養試験で重要な「数的処理」をわ

そして、就職担当の先生方の細やかな指導があったか

した。毎回先生からアドバイスやその年の傾向を教えて

かりやすく教えてもらい、とても助かりました。もちろ

らこそ、本命から内定をいただけたと思います。たとえ

もらえたのでとても参考になりました。学科では授業を

ん、復習を欠かさず、また、定期的に模試を受験して自

ば、エントリーシートはいつも添削していただきました。

作っていくことの難しさや楽しさを学ぶことができる

分の実力レベルをチェック。試験までに自分が今何をす

また、それぞれの企業の特徴やどのような質問が過去に
出題されたかも教えてくださったので、就活を有利に進
めることができました。
今後海外進出する企業が増えてくるので、ゆくゆくは
国際営業部でそのような企業の海外進出をサポートでき
ればと考えています。

「模擬授業」の講義がとくに役に立ちました。
春からは教壇に立ちます。実習先で出会った先生方の
ようにいつも明るく楽しく、時に厳しく子どもたちに接
し、彼らに対して今自分にできることは何なのかを考え
続けながら少しずつ自分も成長していきたいと思います。

べきかを確認し、○○問解く、 １ 日に ２ キロ走るなど小
さな目標を設定し記録をとり達成してきました。その積
み重ねが大きな自信につながったと思います。
私の目標は警察官という職務を通して周りの人に笑顔
と勇気を与えられる人になること。なりたい自分に向か
って、これからも感謝を忘れずまっすぐ進んでいきます。

皇 學 館 学 園 報
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皇學館高校・皇學館中学校

卒業生随想
出会いあれば、別れあり。皇學館高校は354名、皇學館中学は46名が
卒業を迎える予定だ。彼らの胸に去来する思いを語ってもらった。
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■學
皇
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■高
■校
■
友
３ 年１０組

中 川 初 保

卒業を目前にし、過去の自分を現在の自分と比較し
てみました。すると、
自分自身が大きく成長したことを実感しました。
入学以来 ６ 年間、私が人として成長することができたのは友人のおか

■學
皇
■館
■中
■学
■校
■

げだと思います。たくさんぶつかり合ってきましたが、その度に話し
合い、互いに理解し合いながら乗り越えてきました。その過程におい
て、生きていく上で大切なことを一つずつ学びました。

春の訪れ

友人と離れてしまうのは辛く悲しいことですが、別々の道を歩みな
３ 年Ａ組

松田 ひな子

がらも前に進もうとする点においては同じなのです。これからの人生
で辛く苦しく感じることがあったとしても、ふと横を見れば皆もどこ

３ 年前の ４ 月、桜が舞い、春の訪れが私の期待を膨
らませました。まだ見慣れない、すぐ迷ってしまいそうな校舎。その
校舎は今では懐かしさを感じさせるとともに、たくさんの思い出を呼
び起こします。本当にさまざまなことがありました。少し苦い思い出
さえも「成長のきっかけ」と笑えるのは、時間のせいでしょうか。そ

かで自分の目標に向かって努力しているのだと確信できます。そし
て、このことが私に強さを与えてくれます。この築き上げてきた目に
は見えない強さが、私を支えてくれるのです。卒業してもこの絆によ
って、それぞれの未来を、きっと光あふれるものにできるでしょう。

れとも私が成長したり、卒業に対する感慨深さゆえにそう感じるので
しょうか。
私は ３ 年間、校友会本部役員として過ごしました。 ３ 年目には総務
委員長という大役を任せていただき、たくさんの応援や協力のおかげ
で役割を全うすることができました。頼りない先輩と思った後輩もい

絆を糧に
３年９組

たかもしれませんが、みんなが温かく支えてくれました。
また校舎に新しい春が訪れます。私もさらに新たな成長の一歩を進
めたいと思います。

荒 木 美 来

不安がないと言えば嘘になります。しかしその思い
は皆も変わらないはずです。今、皇學館高校で出会えた仲間たちと共
に未知なる世界へ飛び立つときが来たのです。勉強のことや生活面で
しばしば注意された私たち。日々指導してくださった先生方のことを
思うと申し訳ない気持ちです。しかしそのような私たちですが、ただ
いたずらに時間を過ごしてきたわけではありません。私たち ３ 年生は

これからも「絆」を大切に
３ 年Ａ組

一人ひとりが圧倒的な情熱とパワーを秘めていて、行事でその力を発

中 西 孝 太

揮できたと思います。たとえば体育大会。綱引きでは ３ 年間負け知ら
ず。応援合戦も気合い十分。そして ２ 年、３ 年と表彰台独占。
「やると

これまでの中学校生活を思い返すと、さまざまな学

きはやる」という姿勢の中で絆を深めてきました。このメンバーと共

校行事が思い浮かんできます。
１ 年生のときから懸命に取り組んだ体育大会に皇中祭。とくに陸上
部員でもある自分はクラスの友だちと団結して全力を発揮しました。
３ 年生として最後の皇中祭が終わり、
少し団結心が薄れかけていた頃、
修学旅行を迎えました。ともするとバラバラな自分たちでしたが、先

に卒業を迎えられることを本当に誇りに思います。そして、日々の生
活や進路相談でお世話になった先生方には、感謝の気持ちでいっぱい
です。この先どのような困難があっても皇學館で築いた絆を糧に乗り
越えていきます。

生方から注意を受けながらも、
てきぱきと行動することができました。
「注意しあう」
「 ３ 分間行動」
「挨拶をする」の「中三愛」というルール

卒業おめでとう。
感謝の気持ちを忘れずに

を実践することができたのは、これまでの財産のおかげです。
この ３ 年間、大切にしてきた「絆」をより深め、これまで私たちに

贈 る

さまざまなことを学ばせてくださった先生方、両親、家族の期待に応

言 葉

えることができるよう、これからも精一杯努力し続けていきたいと思
います。

高校第 ３ 学年主任

村 崎

孝

「さあ、行っておいで。頑張れ。みんな」 我々 ３ 年担任団の胸の内は今、
成長した君たちを送り出す晴れがましい想いと、充足感でいっぱいになっ
ています。

贈 る
言 葉

「彼は人なり、我も人なり」
３ 年Ａ組担任

平 賀 活 行

私は君たちによく、先輩から受け継ぐ「バトン」の話をしました。在学
中の振る舞いや取組みの姿勢を見ると、そのバトンは立派に後輩に渡され
ると確信しています。君たちは、保護者の方や学校中の先生方に見守られ
ながら、この皇學館で １ 年毎に充実感を増していきました。
「まだ力を出し

平成２８年 ３ 月１９日、君たち ３ 年生は中学校を巣立っていきます。

切っていない」と心残りがある人もいるかもしれませんが、皇高生活を終

３ 年前、真新しい大きめの制服に身を包み、入学してきたことを鮮明に

える今、一度自分自身を認めてやってほしいと思います。

覚えています。まだあどけなく、幼さの残る君たちは緊張の面持ちで入学

時は留まるところを知らず、君たちは「第５１期卒業生」となります。そ

式、そして初めての学級指導に臨んでいましたね。あれからあっという間

こで忘れてほしくないのが、今君たちがあるのは、身の周りの人たちはも

の ３ 年間でした。その間に、さまざまな経験を経て、たくましく成長して

ちろんのこと、この倉田山で学んだたくさんの先輩の存在があるからだと

いく様を身近で見ることができたことを本当に嬉しく思います。

いうこと。つまり、同じ建学の精神に基づき学び、社会で活躍する先輩方

私が中学の卒業式で当時の担任の先生からもらった言葉を贈りたいと思
います。
「彼は人なり、我も人なり」
彼も自分も同じ人間。だから、彼（他人）にできることは自分にもできる

が、陰日向となり支えてくれたのだということです。次は君たちがその仲
間入りをすることになります。私は君たちに、卒業生としてたゆまなく母
校に誇りを持ち、心を寄せて過ごしてほしいと思っています。
「感謝!

感謝!

感謝!

感謝することは人生を豊かにし、人を成長させ

という意味です。この言葉を信じ、この先にある大きな目標に向かって精

る」。これも、折に触れ君たちに伝えてきた事柄。我々はいつも、
「ありが

一杯頑張っていってください。そして、皇中での仲間をいつまでも大切に

とう」の気持ちで、君たちがたくさんの幸せを手にすることを、この倉田

してください。

山から祈っています。

やって来た。
伊勢の印象は
「神

西海岸ハルムスタッド市から

を利用して、スウェーデンの

ークラブの留学生プログラム

ニクラス君は伊勢ロータリ

が高校生活を謳歌している。

学生ノリンデル・ニクラス君

通っているスウェーデン人留

昨年八月から皇學館高校に

だが、難しい言葉

通は日本語が中心

なじんだ。意思疎

ですぐにクラスに

ど、気さくな人柄

奏し盛り上げるな

の曲をギターで演

デンアーティスト

化祭ではスウェー

いと書道部に入部。昨年の文

日本の伝統的な文化に触れた

いんだけどな」
と笑顔で語る。

ター、映画館へ行って遊びた

もっとカラオケやゲームセン

るなどみんな真面目な印象。

について「休み時間も勉強す

るニクラス君。本校での生活

現在、二年十組に在籍してい

で、
五回以上参拝したという。

るニクラス君。将来はコンピ

りない」と日本での生活を語

ているので、驚くことはあま

は郷に従え”の精神で過ごし

うのは当たり前。“郷に入りて

そうだ。「国が違えば文化が違

い音のサンプル集めに夢中だ

ムなど、スウェーデンにはな

…と鳴る音）や学校のチャイ

近では踏切警報機（カンカン

味で音楽を制作しており、最

話すニクラス君は、自身も趣

たかった」と留学した理由を

味があり、ぜひ日本で生活し

ンなどポップカルチャーに興

「日 本 の 音 楽 や フ ァ ッ シ ョ

っている。

ション力を磨く良い機会とな

互いに語学力やコミュニケー

イトが英語で補足するなど、

江 藤 朋 華（二 ーＢ）

最高の和を作っていきたい
総務委員長

私はこの学校をより楽しく充実した学校に
していくために日々挑戦をして、皆を引っ張
っていける存在になれるように頑張ります。

梓（二 ーＡ）

そしてこの七人のメンバーで最高の和を作っ
ていきたいと思います。

西 井

運動にも力を入れたい
Knis
総務副委員長

るためには「個々」の力を高める必要があり

たいです。

らに笑顔があふれ活気のある学校にしていき

臼杵 小奈津（一 ーＢ）

私が本部役員になった理由は行事のたびに

会計

先輩を見習い明るく元気に

ます。私はその力を高めていこうとする化学

反応を起こすキッカケを作り、皆の手本とな

れるよう頑張ります。

自ら行動を

学校の代表として、常に明るく、元気にこの

れたからです。私も先輩方のように皇學館中

明るく積極的に活動している先輩方の姿に憧

私が今年度も本部役員になったのは昨年度

坂 本 一 馬（二 ーＡ）

の経験や知識を活かしたいと思ったからで

学校をさらに素晴らしいものにしていきたい

書記

す。また、「当たり前のことを当たり前にしよ

と思います。

書記

堀 出 萌 絵（一 ーＢ）

会計

池 田 伊 織（一 ーＢ）

私は今回の選挙のスローガンに後輩がいっ

ぱいできる学校にしたいと書きました。その

まざまなことに積極的に取り組み、皇學館中

ためにも挨拶をしっかりし、 Knis
運動などさ

に憧れ、本部役員になりました。役員になっ

学校を一層魅力あふれる学校にしたいです。

私は全校生徒の手本となってくれる先輩方

たからにはまず自分自身が前向きに常に笑顔

を絶やさず、活動していきたいです。メンバ

＊ Knis
運動とは、
Ｋ（皇學館中学校を）
、 （日本一の学校に）
、
ｓ
（しよ
う）
を
「合い言葉」
に学校をより良くすべく、
校友会が中心となっ
て展開している取組みです。

大会を通してクラスがまとまった

ーと協力し、意見を出し合い、この学校をさ

“楽しい”
の一言に尽きる三日間

想だ。時間に遅れてしまった

とても早い。それが一番の感

三日という時が流れるのは

い出”と言えるのではないだ

それだけでも十分に“良い思

白さ”を忘れなかったこと。

学年の最大の特徴である“面

なかったこと。そして、この

たので心配していたが、練習

んか、できやん」と言ってい

スの男子が「バドミントンな

ドミントン大会。当初、クラ

十二月四日に開催されたバ

が力を合わせて戦い、勝った

うに感じた。クラスのみんな

で、三Ａが一層まとまったよ

今回のバドミントン大会

バドミントン大会

り何かとトラブルもあったけ

の賜物かかなり上手く試合も

（平成二十七年十二月十三日～十五日）

れど、きちんと反省して今後

ろうか。
したら、「楽しい」の一言に尽

この三日間を言葉で表すと

した仲間と高校で再び一緒に

素晴らしい時間を共に過ご

トを尽くしたので総合優勝で

頑張ってくれた。女子もベス

らに良い思い出がつくれるよ

だ。残りの中学校生活ではさ

となればやはり嬉しいもの

山本綺音

きたのだと思う。ただ、赤リ

三年Ａ組

に応援席から歓声が響いた。

夏休み前から全首暗唱に努め

ていた一年生の活躍ぶりも注

秒の暗記タイムで集中力を高

を取り合う。出場生徒は二十

せ、ここ数年で最もハイレベ

個人戦も白熱した展開を見

クラス代表生徒六名による

目を集めた。

め、読み札を読み上げる先生

ルな大会となった。

真剣勝負で、読み札一枚ごと

の声にすばやく反応。まさに

れた二十五首のうち、二十首



学べることを、改めて嬉しく

たのが悔しかった。でも、大

きる。出発式の挨拶で語った

阿部七子

う、頑張っていきたい。
三年Ｂ組

ーグでは最後に負けてしまっ



感じた旅でもあった。
学旅行”となった。初めての
体験や初対面の方々との触れ
合いの中で礼儀正しさを忘れ

団体戦は各コートに並べら

抗での対戦となった。

六チームに分かれ、クラス対

今回は六歌仙の名にちなんだ

百人一首大会が開催された。

一月二十七日に新春恒例の

ハイレベルな戦いとなった百人一首大会



通り、“最高の思い出に残る修

よかった。

会を楽しむことができたのは

に活かせたらいいと思う。

沖縄修学旅行

後輩がいっぱいできる学校に

う」を自分の目標とし、きちんとすべきとこ

ろから徹底し、周りに言う前に自分が行動に
＊

皇學館中学校の代表として自覚を持ち、積

移して皆にアピールしていこうと思います。

のパフォーマンスに圧倒され

笑顔と活気あふれる学校に

極的に行動していきます。そして、 Knis
運動
にも力を入れ、笑顔満開になれるような学校

にするために他のメンバーと協力し合い、頑

宇 城 幹 土（二 ーＢ）
私は生徒一人ひとりが自分から積極的に行

総務副委員長

個々の力を高めたい

張っていきます。

二回目の開催。
小林聖也君
（二



動できる学校にしたいです。集団の力を高め

年八組）はダンスの一体感や

ni

留学生・ニクラス君、
高校生活を満喫中

秘 的 な 町」
。 伊勢神宮が好き

はＡＬＴのエリッ

ューターエンジニアをめざし

なることを期待したい。

力を世界へ発信できる人材と

の文化、伝統に触れ、その魅

本校での生活を通して日本

勉強したいと目を輝かせる。

ており、日本の大学に入って

ク先生やクラスメ

各会場に笑顔あふれる
昨年十二月十八日に実施さ

武道大会の剣道では二年生

試合に臨む真剣な様子が印象

にも技術的にも素晴らしく、

ぱい。三年生の試合は精神的

できて安堵感と達成感でいっ

が、失敗せずに終えることが

な雰囲気の中とても緊張した

彩里さん（二年四組）は「厳粛

を行った。形を発表した村木

かた

した。

れた武道・バドミントン大会、

たと言い、「二年生の自分たち

が形を披露し、三年生は試合

きたら」と感心したように話

12月 9 日に立会演説会・選挙が行われ、 7 名の新校友会本部役員が
誕生した。以下に彼らの抱負を掲げる。

も来年はあのような発表がで

武道・バドミントン大会 ＆ダンス発表会

7 名の新校友会役員が誕生
に残った」と感想を話してい



皇中 NEWS
た。

意気込みを語る新役員たち

!
気迫にあふれた試合が続く

会場の盛り上げ方など三年生

拍手と歓声の中でダンスを発表

ダンス発表会は寒さとは裏腹
に、熱気に満ちた大会となっ
た。
バドミントンに参加した島
田めぐさん
（二年七組）
は皆が
日々の練習の成果を存分に発
揮できたと話し、参加者全員
が楽しんでプレーし、試合中
も終始笑顔があふれていたと
ダンス発表会は昨年に続き



満足気に語った。

見学地の美ら海水族館にて

滞在予定は １ 年間。い
ちばん好きな日本食は
「すき焼き」
。好きな日本
のアーティストは「きゃ
りーぱみゅぱみゅ」と語
るニクラス君
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二十名の学友会総務部員 が誕生
第五十五期 学友会総務部が発足

です。是を以て、神宮皇

円滑に営まれてゆくはず

れ、個性的に輝きながら

五十五期学友会総務部の任命式が執り行われ、
學館より受継ぐ伝統を至

昨年十二月十六日、本学大会議室において第
今期は二十名が部員となった。以下に、総務委

倉陵祭などの行事に係る

側面では月例神宮参拝や

例を挙げれば、護持的

非々の改革を実行します。

ここ

員長として会をまとめる工藤超君（国文学科三
上の宝とした上で、是々

たける

超

年）
の抱負を掲げる。
ろ う しゅう

工 藤

伝統を守り陋習を廃す
国文学科三年

超

総務委員長

工 藤
総務副委員長

中 村 勇 貴
会計委員

池 田 雅 貴

国文３年
神道１年
神道２年

（学年・学科・五十音順）

庶務委員

昨年十一月二十一日、

企画は今回が初めてでし

た。中高生を交えて行う

気となりました。活動後

み、和気あいあいの雰囲

交換を行い、参加した中

皇學館大学ボランティア

高生からは「またボラン

は、スタッフが用意した

本企画における第一目

ティアに参加したい」「良

焼き芋を食べながら意見

標は、ボランティアに参

たが、多くの参加者に恵

館中学校、皇學館高校、

加するきっかけづくりで

まれました。

皇學館大学から総勢七十

い経験になった」
、大学生

ルームが主催した「倉田

四名がボランティアとし

す。一人でも多くの生徒・

山清掃」において、皇學

て清掃活動を行いまし

からは「ボランティア活

想が寄せられ、この企画

動が有意義なものである

を通して我々ボランティ

学生にボランティア活動

当日は皇學館大学から

の良さを体感してもら

宇治山田駅周辺のエリア

アルームのスタッフの思

と改めて気づいた」「ボラ

を各グループに分かれて

い、今後の参加意欲につ

て頼り甲斐ある人材を適

きました。また、中高生

と大学生との混成メンバ

ーにしたことにより、年

齢に関係なく会話が弾

（現代日本社会学科 四年）

西 村 友 希

皇學館大学 
ボランティアルーム

いを感じ取っていただい

ンティアは自分を成長さ

材適所に活かし、一致団

キャンパス

たことを嬉しく思います。

せてくれる」といった感

動かすとなれば、一筋縄

市長トーク

耳を傾けた。

約一時間清掃し、多くの

なげられたらとの思いで

では行かぬことは着任以

で感じることができ、とても良い

ごみを回収することがで

企画しました。

す。そして改革的側面で

意識の向上を促進しま
は先例を斟酌しつつも枷

組織には年輪の如く概
して陋習が堆積するもの

結して研鑽して参る所存

この度有難く御信任に
です。
一方でまた、
伝統も
来既に何度も経験致しま

でございますので、ご支

かせ

与り総務委員長となりま
とせず、手続き等の電子
した。これからも容易き

しゃく

した工藤超と申します。
醸されてゆくものです。
化・効率化を筆頭に利便

しん

先般、立会演説会にて
前者を廃し、後者を重ん

学生に市政への参加促す

たやす

伝統
ずることにより、組織は

神道２年
神道２年
国文２年
国史２年
国史２年
国史２年
神道１年
神道１年
神道１年
神道１年
神道１年
神道１年
神道１年
神道１年
国史１年

披露した公約は
こ

航
飯 田
西
遼 亮
豆 多 真 空
阿 部 俊 允
中 原 悠 斗
堀
達 矢
秋 山 聖 愛
稲 毛 睦 人
重 白 将 汰
杉 原 徳 里
舟久保 瑠似
守 部 銀 河
山 沖 香 佳
山 光 宇 宙
久 保 遥 加

を守り陋習を廃す
保守点検が正常になさ

まと

の一言に纏められます。

吹奏楽部 が魅惑の演奏

ル」
「サ ン タ が 街 に や っ て き た」

経験となった」と語り、指揮を務

史学科一年の蓮見拓君は

は」と感想を述べた。国

ってプラスになるので

観光客と学生、双方にと

えたい」
と力強く語った。

か、自分自身としても考

とか活かす方策はない

するなど、この好機を何

にあわせイベントを企画

口減少や高齢化といった

史をひも解きながら、人

もに発展してきた市の歴

行。鈴木市長は遷宮とと

づくり」の三部構成で進

して、深草正博教育学部

道義の高揚に貢献したと

知識の普及と若者の納税

の推進に努め、正しい税

多年にわたり租税教育

績を称えるものだ。昨年

の表彰はその功

ってきた。今回

育を率先して行

て招き、租税教

した。政府には、税金の使

い」と話す。なお、表彰式

い道を大切に考えてほし

の岡島佑樹君は「講演を

は昨年十一月十三日に行

度受講した教育学科三年

聞いて、税金は国民全員

われ、深草教授には表彰

教授が伊勢税務署より表
深草教授は六年前より

が助け合い、支え合うた

状と記念品が授与された。

市が直面している課題に
現状を説明した。また、

二年生の秋学期の授業に

めに納めるものだと痛感

彰された。
第三部「私のまちづくり」

伊勢税務署長を講師とし



〔 〕内は旧職

平成 年１月 日付

森

正樹

年２月１日付

〔皇學館サービス㈱〕

平成

前田千鶴子

前田千鶴子

〔皇學館サービス㈱営業課長補佐〕



出向

〔学校事務部学校事務室係長〕



法人本部事務局企画部係長

所属異動

《復職》

法人本部事務局企画部調査役

解出向

人事異動

「伊 勢 志 摩 サ ミ ッ ト 開 催

中高生と大学生との混成メンバーによる清掃活動

援ご支持いただけました 飯 田 稚 菜 教育１年
性の向上を図ります。
道ではないと存じます。

植 谷 も え 教育１年

ら幸甚に存じます。
大きな組
織を僅かでも
しかし、今期の豊富にし







ジェクト」など本学と関



わりの深い事業実績を挙



「倉田山清掃」を実施

深草教授 が税務署長表彰

de

触れ、対策を講じている

「伊勢の将来」「私のまち

講演は「伊勢の紹介」

in

蓮見君

皇學館大学ボランティアルーム主催



げ、学生の柔軟な発想と
イオンモール明和サウンドシャ
ワ
ー


「ホワイトクリスマス」
などの定番

めた顧問の前川幸生先生は「日頃

in

では種々の防災対策や国

31

「また参加したい」の声多く


行動力で伊勢を一緒に盛


ャズ風に
イオンモール明和ハナショウブ ったポピュラーな曲をジ


り上げていってほしいと

を披露。
広場にて昨年十二月二十三日、「イ アレンジする魅惑の演奏


呼びかけた。


奏楽コン
オ ン モ ー ル 明 和 サ ウ ン ド シ ャ ワ 平成二十五年度から県吹

教育学科一年の木村愛
際観光都市へ向けた取組
一月十四日、伊勢市の


果たして
ー」が開催され、皇學館高校吹奏 クールで三年連続優勝を


さんはバリアフリー観光
み
に
つ
い
て
紹
介
。
そ
の
中
鈴
木
健
一
市
長
に
よ
る
講
演

揮し、聴
楽部の選抜メンバー約二十名が小 いる実力をいかんなく発


に興味を持ったと語り、
で鈴木市長は「伊勢志摩
「平 成 二 十 七 年 度 市 長


衆を引き込んでいた。 
編成を組み出演した。

定住自立圏構想」や「車 「学 生 の 語 学 力 を 使 っ て
トーク キャンパス〜こ

初出演となった一年生
の部員は
昨年度に引き続いての参加とな


おもてなしができたら、
いす 伊勢神宮参拝プロ
れからの伊勢〜」が行わ


実際の反応
を目の前
っ た 同 吹 奏 楽 部 は、
「ジ ン グ ル ベ 「緊張したが、
れ、約七百名の一年生が


ソングのほか、「学園天国」「銀河鉄

の練習の成果を発表する機会はと
ても大切。来年度もぜひ出演した
い」と話した。
なお、
ハナショウブ広場には
「学
校案内コーナー」が設けられ、演
奏終了後にパンフレットを手に取
る聴衆も見られた。今後もこのよ
うな機会があれば積極的に参加
し、「皇學館中学校・高等学校」の
活動をアピールしていきたい。

28

28

皇學館高校
道９９９」
「いとしのエリー」とい

華麗な演奏で聴衆を魅了

木村さん

表彰状を手に笑顔の深草教授

使命感を持って取り組みたいと、表情を引き締める部員たち
伊勢志摩サミットの効果により、外国人観光客が増加していることなどが語られた

平成２8年2月20日

皇 學 館 学 園 報
（7） 第60号

月 大学の＂学芸員養成＂教育と博物館
文化の裾野を広げるために

コミュニケーション学科

す構想は、新たな文化の

世絵版画を大きく映し出

構築、オペラ舞台では浮

するストーリーとして再

描き、広重の人生を探求

るヒロを若き広重として

て語られた。詩に登場す

す新たな取り組みについ

演劇作品として紡ぎなお

がオペラ化され、詩歌を

もない芸術であるオペラ

て日本的でなく西洋的で

することである。そうし

混ざり合い、共生し調和

れの独自性を保ちながら

なりかねない
それぞ

れの独自性を失うことに

もしそうであればそれぞ

にすることではなく

要素を混ぜ合わせて一緒

の融合とは、個々の構成

にとってめざす東西芸術

て行われた。

一月二十一日、学長室に

賞を受賞。その授与式が

挙げたとして、学長奨励

動において顕著な成果を

（教育学科三年）が課外活

排球部の濱㟢彩さん

なる。大会では五学連（九

出は濱㟢さんが初めてと

本学から東海学連への選

ームの選手として出場。

戦に東海学連選抜女子チ

ール五学連女子選抜対抗

六回西日本大学バレーボ

屋大学で開催された第十

貢献した。なお、チーム

ョンとなるレフトとして

れ攻撃面で重要なポジシ

いスパイク能力が求めら

プレーした濱㟢さん。高

選手たちに混じり堂々と

東海）のトップクラスの

州・中国・四国・関西・

「全 日 本 チ ー ム の コ ー チ

る」と激励。濱㟢さんは

位を築けるよう期待す

が東海地区で確固たる地

しっかり伝えて、排球部

ニングの成果を後輩にも

「試 合 で の 経 験 や ト レ ー

授与式で清水潔学長は

げ、三位の成績を収めた。

は昨年から順位を一つ上

意気込みを語った。

て頑張っていきたい」と

よう、チーム一丸となっ

ーグで上位に食い込める

めたい。そして、一部リ

る東海大会で好成績を収

に活かし、春に開催され

法などを排球部での鍛錬

大会で得た技術、練習方

を迎えての強化試合や今

振興基金プロジェクト）
主催の第三回講演会
（第
二回はケント大学にて開催）
を、
昨年十一月十八
日、本学にて開催した。

独自性を保ちつつ共生

） 学長奨励賞
排球部・濱㟢彩 さん（教育三年に

えて」
と題して講演した。
融合が感じられるもので

皇學館大学とケント大学の学術交流の一環と

女史は、広重の東海道五
あった。
がったことは興味深いも

二十三日・二十四日に芦

皇學館大学教育学部 卒業記念ミュージカル

して行っている日英比較文化研究会（津田学術

三回目となる今回は、
十三次の浮世絵に対応す

のであった。

濱㟢さんは昨年十二月

東西文化と芸術の融合を
る旅をコンセプトに詩集
西洋の楽器と日本の和楽

※卒業生のご家族の皆様もご参加いただけます。
ぜひお越しください。

き心の不思議を解き明か

エビデンス（証拠）に基づ

果を測定する実験など、

形の輪郭をなぞり学習効

間に図書館で参考書や問

前の三カ月は「講義の合

験」としながらも、受験

れほど難しくはない試

真面目に受けていればそ

特１級をめざす。

再チャレンジし、難関の

目を受けるべく同検定に

受けなかった心理学二科

語る。今年八月には今回

んだことを活かしたいと

はサービス業に進み、学

す心理学への興味を深め

題集を解くなどして備え

りで受けた」と川上君。

ているか、腕試しのつも

ことがきちんと理解でき

七・八％）
。「授業で学んだ

されたのは六五三名（一

八名のうち、１級に認定

格した。受験者数三六六

伊織君が初挑戦で見事合

に贈られる「産経新聞社

の高里智佳さんが優秀者

開催され、国史学科四年

サンケイプラザホールで

会」が一月九日、東京・

光杯全日本青年弁論大

論を競う「第三十二回土

れ、将来を担う若者が弁

言論界への登竜門とさ

を例に、「小さなことでも

いることなど自身の習慣

て毎朝夕神棚に拝礼して

と、感謝の気持ちを込め

るゴミを拾っているこ

を持ち歩き道に落ちてい

壇。スピーチでは常に袋

最後の発表者として登

し、出場者十五名のうち

る」と熱く訴えた。

界の頂で輝く一国となれ

っていけば、わが国は世

んじる日本人らしさを守

土光杯全日本青年弁論大会で
高里智佳 さん（国史四年に
） 産経新聞社杯

ていったという。「授業を

） 心理学検定一級に合格
川上伊織 君（コミ二年が

日本心理学諸連合学会
認定の資格試験「心理学
検定」１級にコミュニケ

指導教員である芳賀康朗

日本人一人ひとりが自分

弁論後、複数の女性か

杯」を受賞した。

ーション学科二年の川上

た」と話す川上君。将来

テーマに「英詩『東海道』

器を織り交ぜ新しい音楽

３月18日㈮ １１：３０〜 皇學館大学 記念講堂
祝賀会１４：00〜１５：３０ 総合体育館メインアリーナ



とオペラ」と題して、英
れ、いくつかの賞も受賞

休憩時間には、本学の

オペラ音楽の演奏は、

国から二人の女史をお招
されている。平成二十五
をめざすグループ、オケ

ができあ
Tokaido Road

を出版さ
Tokaido Road

第一部では、ケント大
年に来学された際にはこ

きして行った。
学ナンシー・ガフィール

雅楽部による演奏と舞を
でられている笙をはじ

披露した。オペラでも奏

奏 者 で あ り、 オ ペ ラ

め、日本の代表的な文化
でありながら味わう機会

のプロジ
Tokaido Road

ューサーが、もう一人の

の少ない音色、舞、そし
て衣装を、講演者の二人

講演者ケイト・ロマーノ
博士（ギルドホール音楽

訓（文学部教授）

はもちろん、市民や学生

ね会談し、ともに聖地で

翌日は、伊勢市長を訪
ある伊勢市とカンタベリ

聴講者も熱心に鑑賞した。
「東海道ロード・

ー市の友好を深めた。日

第二部では、

東西文化をつな

ロマーノ博士が

ぐ橋」
と題して、

英の文化、芸術、地域、

皇學館大学 学位記・修了証書授与式

文学部教授（実験心理学・



【企画部】

きく掲載された。

の産経新聞
（全国版）
に大

表要旨は一月二十六日付

賞。なお、高里さんの発

さんは学長奨励賞を受

の度の活躍を受け、高里

の決意を固めていた。こ

と語り、さらなる飛躍へ

ないが満足もしていない

果に悔しいとは思ってい

さん。そして、今回の結

驚きを感じたと語る高里

予想外の反響に嬉しさと

といった声をかけられ、

ら「感動し、共感した」

勇気を。

移してこそ。まずは一歩踏み出す

で活きるのは、ふさわしい行動に

してのあり方、価値観が真の意味

す。本学において培った日本人と

通するのは「実行している」点で

躍を取り上げましたが、彼らに共

ました。本号では多くの学生の活

だことを実践してほしいと訴え

書の大切さを説くと同時に、学ん

健一伊勢市長は講演の最後で読

に期待を寄せました。また、鈴木

ず世界で活躍する存在に」と学生

ティを本学で学び、日本のみなら

は「日本人としてのアイデンティ

年頭講話において清水潔学長

編集後記

「胸がいっぱいになった」

TEL ０５９６-２２-６４５８（直通） ０５９６-２２-０２０１（代表）

ができることを積み重

お問い合わせ先

ね、礼節や思いやりを重

皇學館大学 教育学科研究室

高里さんは「一人一人

〜３つの大切なこと〜

開場●１2：3０
2/28●
日 開演●１３：0０

のクールジャパン」と題

開場●１4：００
2/27●
土 開演●１4：３０

学習心理学）の講義を受

皇學館大学 記念講堂

うらしまたろう

伊勢 公演

ける中で、鏡に映った図

開場●１3：0０
2/20●
土 開演●１3：3０
も もたろう

開場●１7：３０
2/19●
金 開演●１8：００

学問、そして人とのつな

★予約不要 ★入場無料 ★入場は先着順

ゆ うき のヒーローたち

中ホール

ガフィールド博

３月 1 日㈫ １０：３０〜 皇學館大学 記念講堂

士の詩集との出

皇 學 館 高 校 卒業式

がりも、融合と友好関係

皇學館中学校 卒業式

会いからオペラ

３月19日㈯ １０：30〜 皇學館中学校セミナーホール

を続けていきたいもので

◉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。

ある。

◉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。

制作までの挑戦

◉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。

を語った。二人

三重県総合文化センター
きんたろう

津 公演

アヌスによる。その創設

「桓武天皇と斎宮」

賞状を手に喜びの表情を見せる濱㟢さん

目標に向かって主体的に取り組み、いきいきと
活躍する学生にスポットを当て、紹介します。
大好評の教育学科 ４ 年生有志による
ミュージカルを今年も開催します!
学生たちが一から手掛ける
オリジナルショー。お楽しみに!

者の一人でクラリネット

１ 日・短期講習会 原文で読む
『日本書紀』神代巻
す さのおのみこと
天照大神と素戔嗚尊
松本 丘（文学部教授）

の詩集についての講演で

白山芳太郎（文学部教授）

あったが、今回は、それ

『古事記』
を読む（上巻）
「大年神の子孫〜葦原の中つ国のことむけ」

ド博士が
「詩から舞台へ、

１ 日・短期講習会 大阪府の万葉集⑵
大島信生（文学部教授）

児 玉 玲 子
河野 訓（文学部教授）

東海道 広重の旅路を超

史跡公園「さいくう平安の杜」復元建物完成記念

演劇学校講師）
である。

神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「国東半島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

２６ 土

上／ケイト・ロマーノ女史
の講演
下／雅楽部による舞の披露
第3回皇學館大学・三重大学合同シンポジウム 斎宮歴史博物館講堂

２０ 日

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

１９ 土

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

１２ 土

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

５ 土

近鉄文化サロン阿倍野

皇學館大学共催講座

５ 土

三重大学メディアホール

博学連携シンポジウム

２９ 月

2

日英比較文化研究会主催の講演会を開催
月 神道と仏教 神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離
「黄檗宗寺院における神と仏」

3

東西文化・芸術の融合めざし
イベント情報（ 2 ～ 3 月）
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