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社員食堂 / 寮・研修所・保養所・研究施設 /
学生食堂 / レジャーレストラン / カフェ
お仕事に、勉学にがんばる皆様を食事面からサポートいたします。
空間づくりなども含めた委託運営を行っています。

学生食堂

〜学校ブランドを高める空間づくり〜
学生の皆様にとって、大切な思い出の一つになる学生食堂。
学校それぞれの教育方針に沿って運営を行いながらも、
学生層に合わせ、トレンドを意識したメニューをご用意。
カジュアルさとおいしさで好評をいただいています。
また、売店の運営やスクールバスの運行など、トータルでの
サポートも可能です。

寮・研修所・保養所・研究施設
〜やすらぎと栄養バランスを考えた食事提供〜
各施設の運営方針やご利用者様の年齢層に応じたメニューを
提供。栄養バランスを考慮した食事を提供するだけでなく、
研修施設では研修期間や日程などの利用状況に対応した運営を
心がけ、「食」を通じて家庭にいるような安らぎを提供すること
を目指しています。食事以外にも、施設管理全般にわたる管理
業務も行っています。
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TEL.03-5784-8831（代表） FAX.03-5784-8832

力と自信がつく教育で
「考え、行動する人材」を育成します。
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第 15 回
筑波大学において

茗渓会賞顕彰式

平成 28 年 11 月 26 日（P.14 ～ 15 参照）

顕彰された皆様―嘉納治五郎像の前で

附属久里浜特別支援学校

運動会徒競争

地引き網体験

附属坂戸高等学校

大塚特別支援学校と坂戸高校とのスポーツ交流

高校生国際 ESD シンポジウム

老人ホームの車いすを整備
大森学園高等学校

障がい者と健常者が一緒にスポーツを楽しむ
シオヤレクリエーションクラブ

茗渓会賞（社会貢献活動功労者）
第 回顕彰から

動物介在活動を通じて高齢者を励ます
フレンドリー DOG & CAT
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伝統の「前掛け」の織り技を継承
芳賀織布工場と有限会社エニシング

チンドン祭に参加する子どもたち
萩原チンドン祭実行委員会

民俗芸能を継承する
懸田弘訓さん

被災地に新しい畳を届ける
前田敏康さん

「地芝居」の魅力を伝える
蒲池卓巳さん

（
参照）

P.
14

将棋で子どもたちの交流づくり
筑波大学将棋部

音楽を通して地域づくりをする
三浦一憲さん

年頭挨拶

バルイノベーション学位プログラム（大学院修士課程）
では、日本、フランス、台湾の学生が、その⚓ヶ国を回
って教育を受けられるカリキュラムとなっています。
研究に関しても大きく前進しています。国際科学イノ
ベ ー シ ョ ン 拠 点 整 備 事 業（Ｃ Ｏ Ｉ）に 選 定 さ れ て い る
⽛高細精医療イノベーション拠点⽜は、その活動を実質化
し始めました。また、来る⚔月には人工知能科学センタ
ー（ＣＡＩＲ）が設置され、人工知能に関する先進的研
究を推進する予定です。⚙つの世界トップレベル研究拠
点 プ ロ グ ラ ム（Ｗ Ｐ Ｉ：Wor
l
dPr
emi
erI
nt
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ve）の一つとして創設された⽛国
際統合睡眠医科学推進機構⽜は無事中間評価を終え、ま
すます充実した研究を展開しています。
本学のグローバル化
も加速しています。世
界のパートナー校と連
携し、教育研究の資源
をバリアフリーで共有
明けましておめでとうございます。
するキャンパスインキ
茗渓会の皆様には、旧年中は様々なご支援をいただき
ャンパス（ＣｉＣ）シ
誠にありがとうございました。
ステムでは、現在まで
にフランスのボルドー
本学は、
⽛新構想大学⽜として、この筑波の地に開学し
大学、台湾の国立台湾
ました。以来、時代の流れとともに、大学をめぐる状況
大学、ブラジルのサン
は大きく様変わりし、当時の⽛新構想⽜の多くがもはや
パウロ大学、マレーシ
⽛新構想⽜とは呼べないのが現状です。これを受け、本学
アのマレーシア工科大
は⽛新構想大学⽜から⽛未来構想大学⽜へとバージョン
学と提携し、その活動
アップし、未来へのフロントランナーであり続けるため
を開始しています。
にさらなる挑戦と冒険を重ねています。その中で、学生
今 後も、海 外パート
も教職員も溌溂と、また懸命に頑張っています。
昨年の大学の活動の幾つかについてご報告いたします。 ナーを拡充する予定です。また、受け入れる多くの留学生
のために建設しているグローバルレジデンス棟の半分が⚓
教育に関しては、ディシプリン型の学問領域を大切にし
月に竣工します。そこは、留学生と日本人学生がシェアす
ながら、一方で学際融合型の斬新な教育プログラムを開
る宿舎であり、日常的に国際性を体感できる宿舎です。
発しています。国際的な通用性・信頼性の向上、国際競
様々な分野で学生たちも活躍しています。
争力の強化、国際的に活躍できる人材の養成、学生・教
例えば、昨年開催されたリオオリンピック・パラリン
員等の流動性の向上等を目指して、来年度には、全学的
に大学院課程を学位プログラムシステムへ移行させます。 ピック大会でも多くの学生、卒業生たちが活躍しました。
オリンピック柔道 ㌔級で銅メダルを、パラリンピック
その中で、今年の秋から、学生を募集する予定のグロー

筑波大学長

柔道 ㌔級で銀メダルを、パラリンピック水泳 ㍍バタ
フライで銀メダルを、 ㍍自由形で銅メダルを獲得しま
した。また⚗人制ラグビーのベスト 進出にも二人の卒
業生が貢献しました。
嘉納治五郎先生というレガシーに支えられる本学は、
来たる⚒⚐⚒⚐年東京オリンピック・パラリンピック大
会に向け、オール筑波大学として、選手としての参加の
みならず、オリンピック・パラリンピック精神に関わる
グローバルな視点での教育、研究においても世界を先導
するとともに、東京大会の成功に貢献していこうという
思いを強くしているところです。
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昨年は、様々な海外の卒業生・修了生と語らう機会に
も恵まれました。留学生比率が増加する本学にとっては
大切な機会でした。ドイツ 日本学長会議の途中で立ち
寄ったベルリンでは、ベルリン同窓会のメンバーとも言
うべき卒業生・修了生に加えて現地で学ぶ予想以上に多
数の本学学生たちと意見交換ができました。上海では、
本学上海校友会および上海茗渓会と銘打った卒業生・修
了生の方々とお会いできました。こうした方々との触れ
合い、すなわち本学を慕う方々あるいは支えていただい
ている方々との触れ合いの中で、本学とそういった方々
との密接な交流あるいはそれを可能とする場の重要性を
再認識しています。
そういう理解の上で、今
まさに様々な方々が一堂に
集うことのできる場（筑波
大学校友会）の準備を進め
ているところです。
貴会は東京茗溪會を源流
とする法人格を持った集い
で す。貴 会 の 前 進 的 な 運
営・活動またそれらの改革
に、そして同窓生らの集い
の良きロールモデルとなっ
ていただけることを大いに
期待するところです。
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恭介

永田

81

昨年の地震、台風、豪雨などによって被災された方々
に心からのお見舞を申し上げるとともに、一日も早い日
常への復帰をご期待申し上げます。

明けましておめでとうございます。
全国会員諸兄姉の益々のご健勝とご活躍を心から祈念
いたします。

新年のご挨拶

昌佑
江田

リオ・オリンピック・パラリンピックの日本選手団の
活躍は立派でした。特に茗渓関係の選手の活躍は見事で
私どもの感動を呼びました。⚒⚐⚒⚐年に開催される東
京五輪の大会準備は、この新春を契機に急ピッチで展開
するでしょう。
前回の東京五輪などで大活躍された、同窓の小野喬さ
ん（昭 年体卒・鉄棒の小野）が、昨秋に文化功労者と
して顕彰された朗報がありました。われわれ茗渓人にと
っても誇りとするところです。

のノルマ期間が、当初計画より一年早く完了する（あと
一年余で）目処が立ちました。このことは、全国会員、
地域組織の役員の方々の、本会を愛する熱い思いとご協
力により、本会が進行していることを物語っています。
本 年 度 の は じ め に、代 議 員 各 位 の 意 見 も お 聞 き し て
〝レビューと中期将来計画〟を策定して、通常総会に報告
し（本会ＨＰに掲載）、今後の大綱として位置づけ、本会
の平成の中興を目指していることを述べました。
新年にあたっては、その歩みを一層強くしたいと望ん
でいます。
新装なった茗渓会館が活況を呈し始めています。
東京茗渓会の総会は勿論のこと、茗渓・筑波大学産業
人会は、毎月の例会を開催し、相互の知見や活力を活発
に交流しています。茗渓会館は、茗渓人の象徴的存在で
あり不死鳥のように、われわれに勇気を与えてくれます。
本会・理事会は、会館のところどころに本会の歴史の
重みや先達の熱い思いを偲ぶことができるように、遺作
品、調度品、資料などを観られるように努力しています。
そして、本会々員の将来にわたっての新しい希望と期待、
さらに勇気を喚起する拠点になるよう希求しています。
会館玄関の真正面の壁面に⽝茗渓会館 止軒⽞の銘板
が目に入ります。われわれを懐深く導き入れるかのよう
です。
茗渓の生んだ碩
学・諸橋徹次博士が
本会のために揮毫さ
れたものです。
諸橋先生は、新潟
県出身、⚑⚘⚘⚓～
⚑⚙⚘⚒、明治 年
高師卒、文理大・東
京高師教授、文化勲
章受章、勲一等瑞宝
章受章、大漢和辞典
全十三巻刊行、元・
茗渓会顧問で、勲一
等 叙 勲 祝 賀 会 は、

当・茗渓会館で昭
年に開催されて
います。
最近、諸橋先生
の遺作品の扇子
（掲 載 写 真 参 照）
が会館内資料室で
発見されました。
茗渓会創設百周
年を迎えるに当た
って揮毫され、先
生の絶筆となった
遺文であります。
ぼく
⽝穆 と し て 清 風
の如し⽞と読みま
す。⽛茗 渓 の 先 達
の成績は、これに似たものがあるように思うから茲に採
録した。また、扇子は風を生ずるためのものだ。
⽜と伝え
られました。（大修館書店 ⽛諸橋徹次博士の生涯⽜より
転載）
本会・百周年当時を振り返ってみますと、本会の長老
の幾人かが、前述の扇子を、四季を通して好んで愛用さ
れていたのを思い出します。
古い保存資料の中に、本会会誌一五九号（明治 年⚔
月号）から、二〇五号（明治 年⚒月号）があります。
表紙の題字⽝東京茗渓会雑誌⽞は、勝海舟翁の揮毫で
す。
翁と親交のあった嘉納治五郎校長の口添えがあっての
ことと遠察できるのです。
51
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諸橋先生の遺作の扇子

⽛温故知新⽜という言葉があります。新年に際し、この
言葉のもつ意味を噛み締めながら、希望に満ちた目標に
向って邁進することが、われわれにとって大切なことと
考えています。
最後になりますが、全国茗渓会々員の皆様に対し、本
会事業遂行のため、本会益々の発展のために、ご鞭撻ご
協力を切望してご挨拶といたします。
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一般社団法人 茗渓会
理事長
茗渓会は、一般社団法人として四年を経過し、その移
行に際して大きな課題でありました公益目的事業費費消

29

茗渓会館の銘板

41

謹賀新年
平成 29 年
今年もよろしくお願いいたします
一般社団法人 茗渓会 理事長

江

田

昌

(昭和30年卒教大体)

井

佑

一般社団法人 茗渓会

髙

野

力

室

岡

和

彦

立

山

雅

博

一般社団法人 茗渓会 理事

宮

尾

鵜

沢

徹

中

正

力

造

(昭和36年卒教大・健)

〒305-0005 つくば市天久保1-13-5
TEL 029-851-5152

田

長

坪

池

宏

事務局
〒930-0097 富山県富山市芝園町3-1-26
TEL 076-441-3541

香川茗渓会
長

高井 信一  昭和55年卒
体育専門学群 
香川県立観音寺第一高等学校長

事務局長

一

校

長

川
代

良

日本体育大学
〒158-8508 東京都世田谷区深沢7-1-1
TEL 03-5706-0826 E-mail:ae@nittai.ac.jp

所長
社会保険労務士

福

岡

一

雄

(昭和32年卒教大法政)

〒125-0042 東京都葛飾区金町3-27-3
TEL 047-361-2618 FAX 047-361-2643

神奈川茗渓会
平成卒の⽛若手の会⽜も活動しています

国際バカロレアDPコーススタート

中
田

通

一般社団法人 茗渓会 理事
福岡経営労務事務所

学校法人 茗溪学園
茗溪学園中学校高等学校
理事長

江

会

喜久治
淳 一

長

矢 野 正 人  昭和53年卒

修院農

〒243-0032 厚木市恩名1198-3

(昭和59年筑波大修士教育研究科･理科)
〒305-8502 つくば市稲荷前1-1
TEL 029-851-6611

事務局長

加 藤 充 洋  昭和56年卒

筑一社

（茗渓会理事)

〒252-0816 藤沢市遠藤857-6

千葉茗渓会 (公立高等学校長)

(昭和56年卒筑二人間)

会

孝

阿

(昭和48年卒教大体育)

〒194-0045 町田市南成瀬5-29-6
TEL 042-728-5428
連絡先 桜美林大学入試広報センター 相談役
TEL 042-797-6196

富山茗渓会
会

〒305-0031 つくば市吾妻3-1-1-109
e-mail : q.nishikawa @ gmail.com

教育学博士

一般社団法人 茗渓会 理事

川

潔

一般社団法人 茗渓会 理事
日本体育大学 教授

(昭和39年卒教大総農科)
全国調査へのご協力に感謝！
役立つ互助事業を協議中です｡

一般財団法人 筑波学都資金財団

川

筑波大学名誉教授･博士(デザイン学)
(昭和44年教大構成 昭和46年院修美)

三井住友銀行
TEL 080-7937-0820
E-mail:tmuzawa@gmail.com

組織委員会
委員長

パックラフト漂流記
(川下りBlog）検索！

田

西

(昭和63年卒筑一社会)

(昭和54年卒筑二農林)

理事長

雄

一般社団法人 茗渓会 理事

(昭和44年卒教大数)(平成1年卒筑修教)
筑波事務所長

武

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9
TEL 03-3259-3111

(昭和48年卒教大農木工)
大塚事務所長

口

茗渓会

一般社団法人 茗渓会 副理事長

(昭和40年卒東京教育大学法政)
三井住友海上火災保険㈱

〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-23
TEL 03-3491-0136

事務局長

一般社団法人 茗渓会 副理事長

一般社団法人

渡邉 浩司  平成⚓年卒
体育専門学群 
香川県立高松高等学校

〒760-0017 香川県高松市番町3-1-1 高松高校内
TEL 087-862-6908
讃岐うどんのようにコシのある絆で、
会員相互の交流・親睦を深めています

千葉県立幕張総合高等学校

校長

由利

聡（昭55年卒筑体）

千葉県立八千代高等学校

校長

越川

均（昭54年卒筑体）

千葉県立八千代東高等学校

校長

川上

純（昭56年卒筑一自）

千葉県立船橋高等学校

校長

百瀬

明宏（昭55年卒筑一人文）

千葉県立鎌ヶ谷西高等学校

校長

畑

順子（昭54年卒筑芸）

千葉県立柏の葉高等学校

校長

渡部

千葉県立銚子高等学校

校長

加瀬

健司（昭57年卒筑体）

千葉県立東総工業高等学校

校長

名取

康雄（昭57年卒筑一自）

千葉県立匝瑳高等学校

校長

長谷川

千葉県立木更津東高等学校

校長

山本

昭裕（昭55年卒筑体）

千葉県立市原八幡高等学校

校長

石塚

和美（昭57年卒筑二比文）

松戸市立松戸高等学校

校長

加藤

俊文（昭59年卒筑体）

5

徹（昭57年卒筑一人文）

茂（昭55年卒筑一自）

を行い、それぞ
れのもっている
可能性を最大限
に伸長すること
が本校における
教育の基本です。
特に、子供一
人一人の良さや
可能性を伸ばす
とともに、それ
ぞれの発達段階
に応じた知識・
技能等の習得を
図り、自立し社
会参加するため
の基礎を培うこ
とを目指してい
ます。

教育の具体目標

48

16

27

学校の遠景と小学部玄関

うに指導しています。
⑵ 気づき考え自ら表現する子供を育てる。
様々な体験を通して、一人一人が気づき考えること
を大切にし、感じたことや考えたことを自ら表現でき
るように指導しています。
⑶ 夢の実現に向かって努力する子供を育てる。
好きなことを見つけて思いっきり遊ぶ、興味関心の
あることにじっくり取り組む、夢や希望を叶えるため
に努力するなど、目当てを持ちその実現に向かって行
動できるように指導しています。

学校運営の方針

本校は、これまで知的障害に自閉症を併せた子供たち
のための教育課程を開発してきました。この数年は、そ
の教育課程を基盤に、一人一人の⽛思いや考え⽜を大切
にし、望ましい行動を育てる実践を重ねています。
こうした経緯を踏まえ、今後は、教職員、保護者、関
係者が連携し、一人一人の子供が⽛確かに育つ学校⽜を
目指します。
子供を確かに育てるためには、一人一人の過去の成長
の経過を踏まえ、現在の教育的ニーズに合致した指導を
しなければなりません。子供にかかわる関係者が情報や

6

筑波大学附属久里浜特別支援学校の
⽛いま⽜

本校の前身は、国立久里浜養護学校で、文部省（現
文部科学省）直轄の障害児学校として、重度重複障
害児を対象に昭和 年に開校されました。
その後、平成 年からは、筑波大学附属の知的障
害を伴う自閉症児の教育を研究する学校として再出
発し、平成 年度までの 年間、文部科学省の研究
開発学校の指定を受け、主に教育課程の開発研究を
進めてきました。
平成 年度以降は、自立活動を中心に指導法の研
究開発をはじめ、子どもの⽛思い⽜や⽛考え⽜などの情
動や⽛表現する力⽜に視点を据えた指導法や個々の
子供たちの実態把握と必要性や根拠に基づく指導法
の開発や実践を通じての事例研究に取り組んできま
した。そして、平成 年度からは、授業研究やその
改善を通じて、これまでに開発し実践してきた教育
課程の見直しに着手しています。こうした実践や研
究の成果は、
毎年⽛自閉症教育実践研究協議会⽜を開
催し、全国の知的特別支援学校等に発信しています。

22

本校の教育目標

学校デザインプロジェクト

23

7

本校では、
⽛子供一人一人の良さや可能性を伸ばし、自
本校で実践している教育の具体的な目標は以下の⚓点
立し社会参加するための基礎を培うことを目指す⽜こと
となります。
を教育の目標としています。
⑴ 人とのかかわりを楽しむ子供を育てる。
本校に在籍している、知的障害に自閉症を併せた子供
自立し社会参加するために必要な力は、人とのかか
たちの障害の状態及び発達段階、特性等は多種多様です。
わりを通して育まれます。人への関心やかかわるため
そこで、個々の子供の様々な実態に応じて、適切な指導
の力を育て、人とのかかわりを楽しむことができるよ

2

3




























































































































































































1

筑 波 大 学 附 属 諸 学 校 を 巡 る（第⚖回）
特集

知恵を結集し、指導に当たることが求められています。
教職員一同は、指導の根拠を明らかにしつつ、指導を評
価し改善することを重ねることによって、子供の成長を
追求することが可能となると考えています。そして、子
供が⽛確かに育つ⽜ことを関係者とともに検証し、それ
を国内外に向け発信することによって、筑波大学附属学
校として求められる先導的拠点、教師教育拠点、国際教
育拠点としての役割が果たせるものと考えています。

展開しています。
① 心身の調和的発達を目指し、健康で規則正しい生活
をする力を育てる。
② 身近な大人や友達との関わりを広げ、適切なコミュ
ニケーション力を育てる。
③ 様々な体験活動等を通して、基礎的な知識や技能を
身に付けるとともに、一人一人が気づき考えることを
大切にし、感じたことや考えたことを自ら表現できる
力を育てる。
好きなことや得意なことを見つけ、進んで物事に取
り組もうとする態度を養う。
④

7

寄宿舎の教育

本校には知的特別支
援学校では珍しい寄宿
舎があり、県外や県内
に自宅があるものの、
通学が困難な子供たち
⚖名が生活しています。
教室担任や保護者との
連携を密にして、退舎
後の家庭生活及び地域
生活を見据え、好まし
い人間関係を基盤とし
ながら、基本的生活習
慣の確立と生きる力の育成を図ることを目指した指導を
行っています。また、誕生会やクリスマス会等の各種行
事を企画することで、子供たちが楽しく寄宿舎生活を送
れるような配慮も行っています。

特色のある教育活動

〇自閉症教育の先導的な拠点として
本校は、平成 年度より⚒期⚗年間、文部科学省から
研究開発学校の指定を受け、⽛自閉症児のための教育課
程⽜に関する開発研究に取り組みました。特に、幼児期

寄宿舎お相撲大会

吊り遊具やトランポリン、スクリューカー、ボールなど
の運動遊具と季節の掲示物を用意し、子供たちがそれぞ
れ好きな遊びに向かい、身近な教師と関わって遊ぶこと
を大切にしています。⽛遊び活動（素材遊び、音楽遊び、
運動遊び）⽜⽛なかよしタイム（社会生活の指導）
⽜⽛のび
のびタイム（自立活動の指導）⽜では、学級を基本にしつ
つ、子供の興味・関心等の実態に応じてグループの形態
で活動に取り組んでいます。
⽛個別の課題学習⽜と⽛自立
課題⽜では、一人一人の認知やコミュニケーションの実
態に応じて、一対一の楽しい遊びの中に課題を取り入れ
て指導しています。⽛朝の集まり⽜や⽛給食の集まり⽜
、
⽛帰りの集まり⽜では、集団への参加の基礎を育てるため、
活動の中で友達や教師を意識し、一緒に取り組むことに
意味をもてるように指導に当たっています。また、年間
を通して季節の行事、自然や文化的な体験も大切にして
活動内容を設定しています。

小学部の教育

小学部の教育課程は、生活活動の指導、社会生活の指
導、余暇活動の指導、知的障害特別支援学校の各教科、
自立活動等から編成しています。
特に、⽛個別の課題学習⽜
として国語・算数・自立活動の内容について、児童個々
の実態や課題に合わせた指導を行っていること、⽛のび
のびタイム⽜として、
児童を、低学年・高学
年それぞれで実態や課
題を考慮した縦割りの
学習グループを編成し、
小集団の形で自立活動
の時間における指導等
を行っていることが大
きな特色です。
小学部では、次の⚔
つを指導の柱として、
個々の児童の実態や特
性に応じた教育活動を

16

幼稚部の教育

イチゴ狩り

幼稚部では、子ども
たち一人一人の様々な
可能性を伸ばし、幼児
期という人生のはじめ
の一歩が、子どもたち
にとってかけがえのな
いものとなるような生
活づくりを目指してい
ます。
幼稚部の保育におい
ては、一人一人の幼児
に応じて、安心できる
環境の中で、人との信頼関係を育み、その上で、人や物
とのかかわりを広げ、コミュニケーション能力の向上を
図ること、生活全体を通して、自分の好きなことや、や
りたいこと、自分のできることを増やし、意欲的、主体
的に取り組む中で達成感や満足感を味わうこと、基本的
な日常生活動作の獲得を図ることをねらい、指導に当た
っています。
⚓〜⚕歳の年齢別の学級を基本の集団とし、一人一人
の子供が学級の教師、友達、環境に安心感をもち、自主
性を発揮できるよう、
学級の子供の実態に応じた日課
（内
容、時間、場所、体制）を工夫して指導を行っています。
指導内容のうち⽛朝の遊び⽜では、各教室に物を操作
して遊ぶおもちゃやままごと、絵本と関連した道具や人
形、お絵描きや工作のコーナーを、プレイスペースには、

海外からの留学教員との交流

6

7

5

4

免許状更新講習(教材づくり)

が視察に訪れました。
また、
大学が主催する⽛免
許状更新講習⽜事業の附属
学校実践演習や⽛免許法認
定公開講座⽜などにも積極
的に協力し、全国の教員研
修や教員の資質向上に寄与
しています。
教育実習や介護等体験は、
筑波大学だけでなく、神奈
川県下の国立大学などから
も学生の受入を行っていま
す。
平成 年度からは、海外の大学からの研修生や国内の
普通校の特別支援学級の担当教員、他の国立大学附属の
特別支援学校の教員等を内地留学生として受け入れた研
修も行っています。
⽛知的障
平成 年には、幼稚部の教員が中心となって、
害を伴う自閉症幼児教育研究会⽜を立ち上げました。こ
の研究会では、教育関係者だけでなく、福祉・医療関係
者や大学の研究者・学生なども交えて、自閉症の幼児教
育の課題を共有し、指導法等の改善を広く深めていく予
定でいます。
学校公開

〇国際教育拠点として
平成 年度より中国浙江省寧波市にある達敏学校（知
的特別支援学校）との交流を開始し、同校の教員が本校
を訪れ、自閉症児教育の研修を積んでいただきました。
その後、平成 年度には、本校の教員が同校を訪問する
とともに、併せて姉妹校協定を締結しました。
同校は、中国華東師範大学や附属する自閉症研究セン
ターとの交流も盛んなことから、本校との親密な連携の
もと、今後の中国国内での自閉症教育の拠点としての発
展を求めており、本校への期待も高いものがあります。
平成 年度は達敏学校に加え、本校の教員が、中国江蘇
省蘇州市にある蘇州工業園区仁愛学校と上海市の華東師
範大学特殊教育学院と自閉症研究センターを訪問しまし
23

た。平成 年からは、
本校での授業場面な
どのネット配信やテ
レビ会議システムを
利用した両校教員同
士での授業研究会、
合同ケースカンファ
レンスの開催などを
行うことで、同国に
対する自閉症教育の
支援を積極的に行っ
ています。
この他、東南アジ
アをはじめ、南米やアフリカなどの諸外国の障害児教育
関係者の視察を積極的に受け入れ、諸外国の自閉症教育
を支援する活動も積極的に行っています。

中国とのSkypeによる授業研究会

〇自閉症啓発の取り組み
平成 年度から、世界自閉症啓発デーの取り組みに合
わせ、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との共
催により、毎年 月に⽛世界自閉症啓発デー 横須賀⽜
を企画・開催し、地域での自閉症児の理解と自閉症教育
の成果の発信に努めています。
平成 年度以降は、毎年 月の横須賀市の障害者週間
に開催することで、この取り組みが横須賀市の教育委員
会や障害福祉課の後援を得るまでになり、本校の存在や
自閉症教
育に関す
る理解を
広めるこ
とができ
つつあり
ます。

8

27

22

25

5

12

in

自閉症啓発デーのご案内

25

28

21

25

から児童期までの一貫した教育カリキュラムを開発し、
その成果を毎年⚒月に自閉症教育実践研究協議会の場で、
全国に発信し続けてまいりました。平成 年度以降は、
⽛知的障害を伴う自閉症幼児児童のための自立活動の指
導〜思い、考え、行動する子どもの育成を目指した授業
づくり〜⽜をテーマに掲げ、全教職員一丸となって、研
究活動や授業改善に取り組みました。これまでの成果を
もとに、自閉症児のための指導法や教材に関しては、
⽛明
日から使える自閉症教育のポイント⽜という書籍にまと
めています。
平成 年度には、アメリカ・ノースカロライナ州ウィ
ルミントンにあるＴＥＡＣＣＨセンターから、センター
長他⚒名の教育心理士をお呼びし、自閉症幼児の指導の
ための研修プログラム⽛ Ready、set、go
⽜を本校向けに
アレンジしてもらい、教職員全員で⚔日間にわたる研修
を行うなど、全教職員の指導力の向上に向けた取り組み
も行っています。
平成 年度からの研究テーマは、⽛子供たち一人一人
が確かに育つ授業づくり⽜とし、子どもに対する根拠の
ある実態把握と的確な指導計画に基づく授業実践を重ね
ています。そのため、日常的にアセスメントや指導法を
見直しながら、授業研究会と事例検討会を繰り返し行っ
ています。
〇教師教育拠点として
学校公開、公開セミナー、
研究協議会などには、毎年
全国から六百名程度の参加
者があります。日常的な学
校見学を目的とした来校者
は、現職教員を中心に八百
名近くにのぼります。この
中で、平成 年度はカンボ
ジア・ボリビア・インドネ
シア・ドイツなど⚘カ国か
ら約 名の教員や行政機関
の職員、大学の研究者など
24
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筑波大学附属坂戸高等学校の⽛いま⽜
本校は、戦後間もない昭和 年に周辺の⚑町⚕ヶ
村学校組合立坂戸実務学校・坂戸女学校として創立
しました。昭和 年からは筑波大学附属坂戸高等学
校となり、平成⚖年に全国初の⽛総合学科高校⽜に
改編し、普通教科ならびに農業・工業・家庭・福祉・
商業の専門教科を総合的に教育する高等学校として
全国から注目を集めることとなりました。

校舎外観

本校の概要

本校は埼玉県坂戸市に位置しています。周囲は今でこ
そ住宅地が増えましたが、少し歩くと田畑や平地林が見
られ、自然が豊かな所です。高等学校の単独校で、⚑学
年⚔クラス、全校生徒 名、職員 名という規模の学校
ですが、敷地面積は約⚗万㎡あり、東京ドームの 倍の
53

1.5

総合学科への改編とキャリア教育

広さの中で、生徒が主体的に学べる教育環境を用意して
います。
教育目標は、⽛普通教育及び専門教育を総合的に施す
ことによって、社会の変化に対応しながら生涯を通じて
学び続ける資質や能力を身につけさせ、社会の進展や科
学技術の進歩に対応し、持続可能な社会の創造とその発
展に貢献できる人間を育成する。
⽜ことです。近年⽛持続
可能な社会の形成者⽜として、地域社会やグローバル社
会における諸問題の解決に、主体的に取り組む態度を身
につけることを掲げています。

480

平成⚖年度に総合学科高校へ改編した際、⚔つの系列
を設置しました。教育課程の改訂を経て、現在、生徒は
⚒年次以降どれかひとつの⽛科目群⽜を選択し、加えて一
般選択科目を選択することで一人一人異なる時間割で学
びます。

研究大会で卒業研究発表をする生徒

1
2
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21

⑴ 生物資源・環境科学
農学・環境・生物に関する科目群
⑵ 工学システム・情報科学
工学・物理・情報技術に関する科目群
⑶ 生活・人間科学
衣食住・福祉・保育に関する科目群
⑷ 人文社会・コミュニケーション
言語・文化・ビジネスに関する科目群

リア・台湾・インドネシアと行き先は変わりましたが、
ホームステイや学校間交流を続けました。 年度からは
カナダへ行き、ホームステイ、異文化理解、社会的課題
比較、語学研修をしています。

⑵ ＳＧＨの活動

27

平成 年にボゴール農科大学附属コルニタ高校と姉妹
校協定を結んで以来、インドネシアとの交流が盛んにな
りました。
平成 年文部科学省が開始したスーパーグローバルハ
イスクール（ＳＧＨ）事業に指定され、
⽛先進的な総合学
23

26

全国SGH校成果発表会

⚑ 年 次 で は 総 合 学 科 の 原 則 履 修 科 目⽛産 業 社 会 と 人
科を活かした持続可能なアセアン社会を創るグローバル
間⽜の中でキャリア教育の充実を図っています。自己の
人材の育成⽜を研究開発課題に、現在⚓年目の実践を続
個性について理解を深め伸ばそうとする意欲を持つこと、 けています。

国際フィールドワーク 毎年夏にインドネシアにてコ
ルニタ高校と環境林業省附属高校の生徒たちと共に、人
と森の関係について考え、持続的に森が維持されていく
ための方法を考える活動をしています。

高校生国際ＥＳＤシンポジウム 東南アジア各国と日
本の高校生たちが毎年秋に東京キャンパス文京校舎に集
まり、持続可能な社会づくりのためのアイディアを共有
するシンポジウムを開催しています。

全国ＳＧＨ校成果発表会 毎年秋に本校が主催し全国
のＳＧＨ校の生徒や海外の生徒を招き、文京校舎で課題
研究の成果発表会を実施しています。世界の人たちと共
に学び、集う場所はコミュニケーション能力や問題解決
能力の向上につながっています。

国際バカロレア

インクルーシブ教育

10

⑶

国際バカロレアとは、国際的視野を持った人材を育成

するため、生徒の年齢に応じた教育プログラムです。本
校では日本語によるディプロマ・プログラム(
ＤＰ)の導
入を開始しました。現在は校舎を改修し、ＤＰに必要な
施設設備を導入しています。教員がワークショップに参
加し研修を深めています。平成 年⚖月にＤＰ候補校に
認定され、実施に向けた準備を進めています。

最後に、特徴的な活動を紹介します。

28

本校は、特別支援学校との交流が盛んです。⚑年次に
は生徒全員が筑波大学の特別支援学校や地域の特別支援
学校を訪問し交流しています。福祉の科目を選択した生
徒は、車いすや介助器具を学ぶと共に、交流を続けます。
農業の科目を選択した生徒がサツマイモを育て、視覚障
害のある生徒が収穫することも毎年続けています。また、

⑴

4

働く意義を理解し将来の生き方や進路に目的を持つこと、
学ぶことの意義や目的を理解し教科・科目の選択に役立
てることを学びます。各科目群の体験を通して生徒が自
ら学ぼうとすることへの興味・関心を育てます。また、
職場体験や筑波大学見学、特別支援学校との交流も実施
し、体験を通して自己のあり方生き方を考えることを重
視します。⚒年次⚓年次では、必履修科目や選択科目を
学びながら専門分野の学習とともに基礎基本となる学力
の充実に努めます。⚓年次には生徒全員が卒業研究を行
い、レポートを作成します。これらの成果を毎年⚒月に
開催する研究大会を通して発表します。

グローバル人材育成

海外での校外学習は⽛異文化理解⽜をキーワードに平
成 年に始まりました。韓国をスタートに、オーストラ

⑴ 海外校外学習

現在、もっとも注目されているグローバル人材育成に
ついて紹介します。

3
10

⑵ 課外活動

⑶ ＰＴＡ・後援会活動

11

本校のＰＴＡは後援会とともに盛んに活動しています。
夏から秋にかけては研修旅行、親子美化活動、黎明祭（文
化祭）へ参加、マラソン大会の応援が続きます。どの行
事も多くの方が参加を楽しみにしてくれています。生徒
の卒業後は、後援会員として学校を支えていただき、大
変ありがたいと思っています。
(文責：副校長 石井克佳)

PTA親子で美化活動

課外活動については体育部 団体、文化部⚘団体が活
動しています。中でも自転車競技部は⚒⚐⚑⚕年ジュニ
アアジア選手権大会（タイ）で⚕冠獲得、⚒⚐⚑⚕年ジ
ュニア世界選手権大会ロードレース（米国）で⚔位、⚒
⚐⚑⚖年アジア選手権大会（日本）において⚑位を獲得
しました。

自転車競技世界選手権 梶原悠美さん

近年オリンピック・パラリンピック教育の一環として、
本校と特別支援学校とのスポーツ交流も行っています。

生徒が考案したゲームで交流

13

筑波大学附属学校群の
これまでとこれから
という側面と︑
︵厳しい経営状況にある国立大学の附属
として︶よりしっかりとした経営を行うという側面をも
っています︒筑波大学附属学校群として︑確かな経営基
盤をもち︑学校教育に関わる発信を行っていきたいと思
っています︒

る人材育成というビジョンをもっていますが︑課題があ
ります︒第一に︑附属学校群の教育・研究成果を︑日本
の教育︑世界の教育に役立てるように発信することです︒
ウェブページの充実︑メディアへの発信などさらなる戦
略が求められています︒第二に︑大学との連携や大学お
よび附属学校ＯＢ同窓会との連携を充実させることです︒
国際バカロレア︵ＩＢ︶教育の促進において︑筑波大学
教育研究科︑附属坂戸高校︑茗渓学園の担当者が定期的
に交流し︑連携を始めました︒第三に︑附属学校群とし
て経営基盤をしっかりとすることです︒筑波大学の一員
として︑事業費や研究費の獲得など自主的な努力を重ね
ながら︑産業界等との連携も行っております︒
筑波大学附属学校群が︑筑波大学ファイミリーの一員
として︑さらに発展することを願っております︒みなさ
まのご理解とご支援をお願いいたします︒

12

石 隈 利 紀

11

筑波大学附属学校群の現在と未来

ご紹介しましたように︑筑波大学附属学校群は豊かな
歴史と教育実績をもち︑ダイバーシティ共生社会を支え

11

筑波大学名誉 教 授 ・ 特 命 教 授
前理事副学長 ・ 附 属 学 校 教 育 局 教 育 長

11

この度 茗渓 で︑ 筑波大
学附属諸学校を巡る という
特集を通して附属学校を紹介
する機会をいただき︑心から
感謝しております︒今日本の
学校教育が変わろうとしてい
るなか︑筑波大学の の附属学校が新しい教育課題に取
り組んでいる様子をお伝えできていれば幸いです︒本稿
では︑特集のまとめとして︑筑波大学附属学校群のこれ
までとこれからについてお伝えします︒

11

筑波大学附属学校群の過去と現在

今日︑筑波大学附属学校群には︑社会の教育における
ニーズに応える責任と能力があります︒国立大学法人は
年間の第 期中期目標・中期計画の期間に入っており
ます︒附属学校群の中核の計画は︑ グローバルな素養を
育てるカリキュラム開発 ︑ 筑波型インクルーシブ教育
システムを目指したプログラム開発 ︑ オリンピック・
パラリンピック教育の推進 などです︒この特集で紹介
した学校の強みを活かして︑ダイバーシティ共生︵人種︑
宗教︑身体的特徴︵障害を含めて︶など多様な人々が共
に生きる︶の社会をつくり促進することをめざして︑グ
ローバル人材育成とインクルーシブ教育を推進します︒
グローバル社会では︑多様な文化をもつ人々と協力す
ることが求められます︒そしてインクルーシブ教育では︑
障害の有る無しにかかわらず共に学びことをめざしてい
ます︒筑波大学附属学校群では︑ダイバーシティ共生に
は︑グローバルな側面とインクルーシブな側面を重ねる
ことが必要だと考えています︒多様な人々に対して寛容
で︑互いの強みを活かし合い︑弱さを補い合って︑生き
ていく⁝そんな社会を作る人材を附属学校群で育てるこ
とをめざしています︒この教育の一環として︑
年︑
年︑附属学校群では 黒姫高原共同生活
を行いました︒
年は︑
小学生から高校生まで様々
な障害のある児童生徒を含む 名が︑附属 校中 校か
ら参加して︑多彩な交流を行いました︒

附属学校群の未来に向けた課題

73

11

筑波大学には附属学校が 校あります︒筑波大学の附
属学校はそれぞれの歴史をもって︑東京教育大学︑筑波
大学等の附属学校として参加してきたのです︒したがっ
て︑それぞれの学校が独自の教育文化をもつという強み
と 校がまとまりにくいという課題をもっています︒そ
れに対応するために︑筑波大学では学校教育部︑そして
︵国立大学法人化後は︶附属学校教育局をおいて 校の
管理と支援を行ってきました︒附属学校教育局に指導教
員︵教育・心理・障害科学等の大学教員︶を置き︑筑波
大学の教育研究活動について附属学校の連携を図るとと
もに︑附属学校の教育活動等に関し︑指導及び助言を行
っています︒自治体の教育委員会の機能と似ていますが︑
附属学校と筑波大学の共同研究を進めるところに独自性
があります︒さらに︑
年から の附属学校を一
つの群︵クラスター︶としてとらえ︑ 附属学校群 とし
て︑筑波大学および社会に貢献することをめざすように
なりました︒附属学校群のコンセプトは︑附属学校 校
の幼児児童生徒の交流でより良質の教育と研究をめざす
11

2
3

1
11

13

40

な研究成果を収め、今後の活躍が期待される 歳以下の
研究者に贈られます。 月 日につくば国際会議場で授
賞式典が開催され、江崎玲於奈賞、つくば賞があわせて
表彰されたほか、受賞者らによる記念講演が行われまし
た。

躍動する人文社会研究
筑波大学人文社会系 研究発信月間

11

40

月 日から 月 日の期間に、本学人文社会系と人
文社会国際比較研究機構（ⅠＣＲ）が中心となり、
⽛筑波
大学人文社会系研究発信月間⽜を開催しました。
月⚕ 日には東京キャンパスにてシンポジウム、⽛逆
境からイノベーションへ⽜を開催し、蒲島郁夫氏（熊本
県知事、元筑波大学教授、東京大学名誉教授）の基調講
演ほか、児島明佳氏（日本学術振興会研究事業部研究事
業課長(兼)研究倫理推進室長）、辻中豊教授（ⅠＣＲ機構
長）が講演しました。
⽛筑波大学人文社会系研究発信月間⽜は、社会的要請の
高い人文社会系分野の研究成果を広く社会に伝えること
を目的として、今後定期的に行います。

12

10

大学日本一、
男子バスケットボール部 インカレ⚓連覇⽒

15

回学園祭⽛雙峰(そうほう)祭⽜

右・西川 潔
茗渓会副理事長
左・永田恭介学長

13

10

第

400

月⚔日から⚖日の⚓日間、
第 回筑波大学学園祭⽛雙峰
祭⽜を開催しました。
学園祭実行委員の学生を中
心に、子ども向けの企画や名
物授業の体験、研究機関の紹
介、受験生応援など、約 の
企画が催されました。後夜祭
のフィナーレには、本学附属
病院に入院中の子どもたちが
描いた原画を元に制作された
花火が上がり、延べ⚓万⚕千
人を超える来場者に恵まれた
今年の雙峰祭が締めくくられ
ました。
期間中には卒業後 年を迎
える同窓生を対象にホームカ
ミングデーが開催され、茗渓
会より 万円の助成をいただ
きました。

26

22

大学バスケットボール
の日本一決定戦⽛第 回
全日本大学バスケットボ
ール選手権大会⽜で、本
学男子チームが東海大学
を破り⚓年連続⚔回目の
優勝を飾りました。
さ ら に、最 優 秀 選 手
賞・得点王に体育専門学
群⚓年の杉浦佑成さん、
優秀選手賞に同⚔年の生
原秀将さん、同⚓年の馬
場雄大さんが選ばれまし
た。

68

20

林悠准教授が
⽛つくば奨励賞⽜若手研究者部門を受賞
国際統合睡眠医
科学研究機構の林
悠准教授は⽛夢を
生み出すレム睡眠
の意義とメカニズ
ムの解明⽜の研究
が 評 価 さ れ、⽛第
回つくば奨励
賞⽜若手研究者部
門を受賞しました。
この賞は、茨城
県内において顕著
（左から）茨城県科学技術振興財団理事
江崎玲於奈氏、林 悠准教授、つくば市長
五十嵐立青氏

11

42
42 11

筑波大学はいま

15

筑波大学とアンダーアーマー(
株式会社ドーム)
が
包括的パートナーシップ協定を締結

回秋季スポーツ・デー

本学と米国アンダーア
ーマーを日本で展開する
株式会社ドームは、包括
的パートナーシップに関
する協定を締結しました。
本協定により大学スポー
ツの運営方式に関する共
同研究を実施し、スポー
ツを通じた社会、地域、
学生生活の充実活性化、
スポーツの産業化等を目
指します。
第一弾として、本学の
スポーツエンブレムを新
たに制定し、それを冠したアンダーアーマー製の新ユニ
フォームとライセンス商品を開発しました。 月 日に
東京キャンパスで協定締結に伴う発表イベントを開催し、
新ユニフォームをまとったアメリカンフットボール部、
硬式野球部、女子バスケットボール部、男女ハンドボー
ル部、ラグビー部、男女ラクロス部の選手と、ライセン
ス商品を身につけた学生が紹介されました。

第

11

月 、 日に第 回秋季スポーツ・デーを開催しま
した。両日とも晴天に恵まれ、延べ⚑万人以上が参加し、
スポーツを楽しみました。
サッカーやバレーボール等の⽛正式種目⽜のほか、体
育会所属団体による⽛サークル企画⽜
、身体が不自由な
方や体力に自信がない方でも楽しめる⽛アダプテッドス
ポーツ⽜
、吹き矢などのユニークな体験ができる⽛学生委
員会企画⽜など盛りだくさんの⚒日間でした。

40
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第

年度）

26

体

ある高い志が述べられ、
⽛今 回 の 顕 彰 で これ ま
での地 道な活 動が高く
評 価されたことがとて
も 嬉 しい。このよ う な
活動を今後も引き続き
着実に続けていきたい⽜
という、社会貢献活動
に対する新たな決 意の
言 葉 も述べられました。

受賞者紹介 （順不同 敬称略）
団

宗像 宏美）(
埼玉県)

福祉施設等で動物とのふれあい活動
フレンドリーＤＯＧ＆ＣＡＴ
（代表

フレンドリーＤＯＧ＆ＣＡＴは、動物が飼えない環境
にある福祉施設や、学校・保育園などを訪問して、連れ
て行った犬や猫などとの触れあいを通して、ストレスを
軽減し元気を取り戻してもらう⽛動物介在活動（アニマ
ルセラピー⽜）を行っているボランティア団体である。
訪問した直後はさほど反応がなかった人たちも、犬や
猫の芸を見たり抱いたりしているうちに、⽛ペットを飼っ
ていたときのことを思い出した⽜などと、涙ぐんだり笑
ったりと、表情が豊かになり、離れがたくなって、再訪
問の日を待っているという。

老人ホームの車いすを修理し、
中古の車いすを再生して海外に贈る活動
小笠原 健太）(
東京都)

大森学園高等学校⽛車いすメンテナンスグループ⽜
（顧問

の生徒たちは、工業科で学んだ技術を生かし、毎月一回、

近くの老人ホームに赴き、車いすの掃除、パンク修理、
ブレーキの調整や空気入れなどの整備活動を二十年にわ

たり続けている。また、平成 年からは、中古の車いす
を再生して海外に贈る国際協力活動⽛空飛ぶ車いす⽜に

参加し、廃棄される車いすを引き取って新品同様に整備
し、スリランカや韓国など カ国に八百台以上贈る活動

12

回(
平成

茗渓会賞 (茗渓会の顕彰)
平成 年、茗渓会は創基百三十年を迎え、この年を第
一回目として、人材育成功労者と青少年の社会貢献活動
功労者を対象とする顕彰事業をスタートさせました。
その後、一般の方々の社会貢献活動功労者も顕彰対象
に広げるとともに、平成 年度からは、筑波大学の大学
院生の社会貢献活動や研究も顕彰するようになりました。
また、茗渓会では、こうした社会貢献活動や研究だけ
ではなく、芸術分野で優れた卒業作品を制作した筑波大
学の学生に対しても、毎年顕彰を行っています。
今年度（平成 年度）の一般の方々を対象とする茗渓
会賞の顕彰式は、平成 年 月 日(
土曜日)
に、筑波大
学の大学会館で行われました。
顕彰式では、本会の江田昌佑理事長の挨拶に続き、受
賞者が紹介され、賞状と記念品が授与されました。
11

祝辞を述べる稲垣副学長

大森学園高等学校の⽛車いすメンテナンスグループ⽜

も続けている。この活動を続けた卒業生の中には、これ

で車いすの重要性に目覚め、
⽛整備するだけでなく、より
よい車いすを作りたい⽜と、車いす製造の会社に就職を
する生徒も出ているという。

障がい者も健常者と一緒に
⽛かけっこを楽しむ⽜陸上教室

（理事長

塩家 吹雪）(千葉県)

ＮＰＯ法人⽛シオヤレクリエーションクラブ⽜

塩家吹雪さんが理事長を務めるシオヤレクリエーショ
ンクラブ（ＳＲＣ）は、障がい者と健常者が一緒に練習
したりレクリエーションを楽しむクラブで、未就学児か
ら中学生までを対象とする⽛ジュニアかけっこ教室⽜と
中学生から一般までを対象とする⽛陸上教室⽜の二つが
ある。
塩家さんは、東京北区にある陸上チーム⽛ＡＣ・ＫＩ
ＴＡ⽜で、障がい者と健常者がともに切磋琢磨し、パラ
リンピックに出場する選手を輩出するといった本格的な
陸上競技を指導する一方で、このＳＲＣの活動を通して、
全国どこでも障がい者が健常者の大会に出場できる環境
を実現させたいと考えている。

伝統の前掛けを織りつなぐ

（代表 西村 和弘）(東京都)

前掛け専門販売会社⽛エニシング⽜

（代表 芳賀 正人）(愛知県)

前掛け製造⽛芳賀織布工場⽜

小金井市の前掛け専門販売会社⽛エニシング⽜の若手

14

28

24

28

次いで、筑波大学の稲垣敏之副学長が、ご来賓として
祝辞を述べられ、
さらに西川潔選考
委員長から選考経
過が説明され、受
賞者を代表して、
懸田弘訓さんが挨
拶されて顕彰式は
終了しました。
顕彰式の後、受
賞者の皆さんを囲
んで祝賀会が開か
れました。
受 賞された皆さ
んからは、それぞ
れの活 動の背 景に

28

17

15

14

社員三人は、厚手の綿生地で作られた⽛前掛け⽜の伝統
的な織り技を学ぶため、かつての一大生産地であった豊
橋市の⽛芳賀織布工場⽜で修行に励んでいる。酒屋や米
屋でなじみの⽛前掛け⽜は、衣服の汚れや破れを守り実
用的であるため昭和四十年代には大流行を迎えたが、近
年需要が低迷してきて、次代への継承が困難になってき
ていた。この伝統的な前掛けに、新しいデザインなどの
付加価値を加えることによって新たな需要をを生み出し
た販売専門店を経営する⽛エニシング⽜では、その製造
技術を直接習得することにより、衰退しつつある貴重な
伝統技術の継承を図っている。

将棋を通じて
放課後の居場所づくりや交流を図る
（部長

小原 悠太）(茨城県)

岩田 晴季）(愛知県)

九州などの全国から二十チームも集まって技を競うこれ

人

懸田 弘訓（福島県)

だけ大規模なチンドン祭は、富山市と双璧を成すが、十
年ほど前は⽛懐かしい昭和の名残⽜と受け止められてい
た。そこで、岩田さんを実行委員長とする⽛萩原チンド
ンまつり実行委員会⽜は、地元の多くの人々の協力に加
え小中学生にもゴミ分別や看板作りなどの役割を与え、
子どもも大人も地域住民を巻き込んで、地域が一体とな
る祭りへと盛り上げることに成功している。

個

福島県で民俗芸能を
存続させる活動を続ける

東日本大震災で福島県の民俗芸能は壊滅的な打撃を受
けた。高校教師であった懸田さんは、五十年以上にわた
って福島県内の千二百に及ぶ民俗芸能を研究してきた。
しかし、東日本大震災後、文化庁の委託で調査を行った
ところ、浜通り（福島県太平洋沿い地域）では民俗芸能

前田 敏康（兵庫県)

の三分の二は存続の危機を迎えていることが分かった。
そこで、懸田さんは、ＮＰＯ法人⽛民俗芸能を継承する
ふくしまの会⽜を立ち上げ、団体相互の交流をするなど
存続の気運を盛り上げ、昨年十月にはついに南相馬市で
盛大に発表会が開催できるまでになるなど、民俗芸能の
保存、継承、発展に尽力している。

被災地の避難所に畳を届ける

力により災害時には八千枚の畳が提供できる態勢が整っ

蒲池 卓巳（愛知県)

てきた。今年四月の熊本地震の際には、全国の畳店から
県内三十八の避難所に六千二百枚の畳を届けた。

全国の地芝居を盛り上げる
お坊さん

真宗大谷派の副住職でもある蒲池さんが、農村歌舞伎
とも呼ばれる⽛地芝居⽜の情報サイト⽛地芝居ポータル⽜
を開いて五年になる。蒲池さんが、この活動をはじめた
きっかけは、学生時代に⽛地芝居⽜の魅力にとりつかれ、
僧侶としての勤めの合間に全国の地芝居公演を見て歩き、

三浦 一憲（茨城県)

地芝居を知らない人にも地芝居の魅力や面白さを知って
ほしいと考えたからである。現在は、五人の仲間ととも
に手分けして集めた全国百五十以上の団体や八十件以上
の公演日程や公演場所などの最新の情報を⽛地芝居ポー
タル⽜で紹介し、伝統文化の普及に貢献している。

音楽のつながりを地域づくりに

二十年前に東京下町からつくば市に移り住んだ三浦さ
んは、音楽を通して市民の活気ある交流を目指そうと
⽛つ
くば・まちかど音楽市場ネットワーク（現まちかど音楽
市場）⽜を立ち上げ、市や商工会議所の支援を得て、登録
演奏家を募り、
⽛まちかど音楽祭⽜を企画し、市の様々な
イベントに参加してきた。そして今は、活動の拠点を周
辺地域に移して、様々なジャンルの演奏家によるライブ
を披露したり、森の中で音楽祭を開いたりしながら、子
ども達を育てる場としての地域の力を育んだり、子ども
も大人も音楽を楽しむことによって地域の活性化を図る
ことに尽力している。

なお、大学院生の顕彰、芸術部門の顕彰については、
今後二月に選考を行い、筑波大学の卒業式で顕彰を行う
予定ですので、顕彰者の紹介は、次号（平成 年春号）
で行います。

15

Ｔ ＡＣＴ企画⽛筑波大学将棋部⽜

筑波大学将棋部は、関東大学将棋連盟などで活躍して
いるが、将棋を通して子どもたちの放課後の居場所づく
りに協力したり、
⽛つくば小中学生将棋大会⽜を主催運営
するなど、地域に貢献する活動にも力を入れている。
いまの子どもたちは各自ゲーム機を持ちバーチャルな
世界での遊びに夢中になっていて、人と接し、相手と会
話をするという生きたコミュニケーションを取ることが
少ない。そこで、地域の子どもたちが集いあい、直接盤
を囲んで、懸命に相手に勝つためにやりとりをしあうこ
とで、子どもたちどうしが交流を深め成長していくこと
を期待し、その場を提供したり相手をする活動を行って
いる。

五十回続く⽛全国選抜チンドン祭⽜を継承
（実行委員長

神戸で畳店を営む前田さんは、東日本大震災時に⽛避
難所に畳を敷き、被災者の方々の痛みを少しでも和らげ
られたら⽜と考えたが、果たせなかった。そこで、三年
前、事前に用意をしておき、被災地の避難所に新しい畳
を無料で届ける⽛⚕日で五千枚の約束。⽜プロジェクトを
発足させ、実行委員長になった。避難所に届けられる畳
は、リラックス、抗菌、防音などの効果があり、湿度調
整機能もあってストレス緩和が期待できる。いま、この
プロジェクトには全国四百以上の畳店が加わり、その協

29

⽛萩原チンドンまつり実行委員会⽜
愛知県一宮市の萩原商店街では、地域活性化を目指し
⽛全国選抜チンドン祭⽜を昭和 年から開催しており、今
年で五十回目を迎え地域に定着している。関東、関西、
42

28

東京国立博物館に収蔵されていきました。そのため、孔
慶応⚓)
年以降は行われませんでし
子の祭典は⚑⚘⚖⚗(
た。明治になってからは文明開化の新たな政策の中で、
西欧の思想や文化の摂取と、これまでわが国が学んでき

た孔子学、漢学文化の尊重という二つの立場の狭間で相

講師

36

正 彦

（茗渓会 理事)
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10

孔子祭典 1907(明治40)年 湯島聖堂大成殿

筑波大学教授

守 屋



平成 年⚘月 日(日)
茗渓会館⚕Ｆラウンジ

19

聖堂大成殿には多くの会衆が埋め尽くし、孔子祭典行事
は盛大なものとなりました。
この時に遥拝した孔子像は林羅山から受け継がれてき
た幕府教学の象徴でしたが、関東大震災で失われてしま
いました。筑波大学芸術系教員による復元研究は、この
罹災した湯島聖堂大成殿の内陣を飾った孔子像、四配像
や、壁面に掲げられた十六面の賢儒図像扁額を復元する
ことから始まりました。その研究成果は⚒⚐⚐⚗ (平成
)年に⽝孔子祭復活百周年記念事業 草創期の湯島聖堂
よみがえる江戸の学習空間⽞展（：平成 年 月⚖日

16

茗渓会の公開講座

22

⽝嘉納治五郎と孔子祭典 ⽞

40

28

28

このたび、茗渓会のご協力により、筑波大学芸術系教
克し、模索する時代環境であったようです。そのような
員の復元研究成果の公開として
⽛嘉納治五郎と孔子祭典⽜
中で、ヨーロッパを視察した岩倉具視は帰国後に孔子学
を茗渓会館五階にある同窓のラウンジにて展示いたしま
に基づいた道徳教育の在り方を推進し、政府高官の股野
した。会期は 月 日(
月)
～ 日(
日)
までと短い期間で
琢、広瀬進一、さらに学者、政治家として知られる谷干
したが、同窓ゆかりの嘉納治五郎先生（以下敬称略）の
城、川田剛、実業家渋沢栄一らが相集い、東アジア文化
文化面での功績、また湯島聖堂ゆかりの筑波大学資料の
に共有の、孔子学を学ぶ斯文学会が⚑⚘⚘⚐(明治 )年
一端を披露し、芸術系教員による湯島聖堂大成殿本尊孔
に創設されました。その折に宮内省は⽛風教を振張し文
子像の復元研究成果をご紹介いたしました。
学興隆する旨意⽜により金千両の助成金を出しています。
展示の経緯は嘉納治五郎が東京高等師範学校の校長で
湯島聖堂の敷地は高等師範学校が使用していましたが、
⚑⚙⚐⚓(明治 )年松平大学頭（陸奥守山藩）邸（大塚）
あった⚑⚙⚐⚗(
明治 )
年に、孔子の祭典である⽛釈奠
の跡地に東京高等師範学校が移転したのを機に渋沢栄一
(
せきてん)
⽜が復活したことに始まります。
が嘉納のもとを訪ね、孔子祭典の話が持ち上がりました。
古代より宮中年中行事で行われ、江戸時代には幕府教
学の中心として湯島聖堂をはじめ各地の藩校で⽛釈奠⽜ ⽛明治三十九年に至り、當時聖堂を管理した東京高等師
範學校の職員の有志で、釈奠の禮が久しく欠けているこ
が開かれていました。維新後、湯島聖堂は明治政府に接
とを遺憾とする者が多く、孔夫子を崇敬し、我が国にお
収され、⚑⚘⚖⚙(
明治⚒)
年に大学、⚑⚘⚗⚑(
明治⚔)
ける其の教化を感謝する誠意をあらわすために、その祭
年に文部省、翌明治⚕年には聖堂で文部省博物局による
典を大成殿で行うことを計画したが、さらに廣く同志を
わが国最初の博覧会が開かれ、博覧会が終了した同年⚙
月に、日本最初の師範学校が同地に誕生しました。
集めて祭典を盛大に行うことを議決⽜し、
⽛孔子祭典會⽜
湯島聖堂の祭器や什宝は浅草文庫、のちに内閣文庫、
が創立されるに至りました。
（鈴木三八男編⽝聖堂物語⽞
より引用）
そして、⚑⚙⚐⚗(明治 )年に湯島聖堂大成殿におい
て、第⚑回孔子祭が催されました。初代祭典委員長には
嘉納治五郎が就任し、当時の写真が物語るように斯文学
会をはじめ、各界を担う逸材が湯島聖堂に相集い、湯島
8

40

13

湯島聖堂孔子座像模像 山中泰山作

湯島聖堂大成殿本尊復元彩色像（乾漆・彩色)
造
像 柴田良貴 筑波大学教授
彩
色 程塚敏明 筑波大学准教授
助
言 藤田志朗 筑波大学教授

国の留学生を受け入れました。最終的には七千人もの留
学生を受け入れ、魯迅も彼のもとで学んでいます。
このたびの展観は、文武に秀でた人、嘉納治五郎の文
化的な側面を、孔子祭典復活と題し、公開いたしました。
展覧会では左の書も解説パネルとして展示しました。
嘉納治五郎は哲学館（東洋大学）で倫理学の講義も行い、
その中でも⽛徳行⽜を述べています。孔子祭典委員長と
して、また東京高等師範学校長として、この書は彼の教
師としての自負であり、思想ではなかったかと思います。

また、嘉納治五郎は東アジアの文化交流でも、大きな
貢献をしています。牛込に弘文学院を創設し、多くの中

（国際オリンピック）委員であり、わが国スポーツの道を
開いた人としても知られています。

足跡を残した教育者でありましたが、それにとどまらず、
彼 は 講 道 館 柔 道 の 創 始 者 で あ り、東 洋 で 最 初 の Ｉ Ｏ Ｃ

よび東京高等師範学校の校長として三期二十三年の余に
わたり、明治期から大正期のわが国の教育改革に大きな

⽛湯島聖堂⽛孔子像⽜復元チームが語る、草創期の彩色像
月 日、湯島
の再現⽜と題して、公開講座を行いました。当日は茗渓
聖堂会場）とし
会会議室に多くの方が詰めかけ、孔子像を前に来場者と
て開催され、孔
熱気ある質疑応答のひと時を過ごすことができました。
子像をはじめと
そして、当時の祭典が如何に望まれていたかを物語る
する復元の成果
小さな孔子像も茗渓会で初公開することができました。
は湯島聖堂に収
写真はちょうど湯島聖堂で孔子祭典が開催された年に制
められ、復元し
作されたもので、湯島聖堂の孔子座像を模刻した、彫刻
た金銅製の孔子
家山中泰山の制作となる石膏像で、像底に銘文が刻まれ、
像は本尊として
迎えられました。 ⚓千体制作した一体であることを伝えています。
嘉納治五郎は、筑波大学の前身である高等師範学校お
茗渓会での展
25

観は、その後の
復元研究成果を

11

紹介するもので、
彩色の復元像と
なっています。
この像は江戸が
開府して間もな
いころに、徳林
羅山が徳川義直
（家 康 九 男、尾
張徳川家初代）から奉納されたものでした。造像
は当時最高の仏師が担当したことが明らかで、仏
像同様に華やかな彩色が施されていたものでした。
復元は孔子像を模写した渡辺小崋(
崋山子)の画軸
をもとに江戸時代の彩色を再現したものです。
茗渓会ラウンジでは、本来、ずしの中にあって
見ることのできない孔子像の背面もご覧いただけ
るよう展示ケースを工夫
し、細部に至る孔子の服
飾、その意匠をご覧いた
だきました。
また、会期中には⽛嘉
納治五郎と明治の徳教
高等師範学校長が復活さ
せ た 孔 子 祭 に つ い て⽜

17

浩 筑波大学准教授
木村
CG 解 析

b. In Egipt there ben v. prouynces ʻIn Egypt there are

句)⽜と い う 枠 組 み は 強 固 な こ と か ら、(4) の よ う な 文 の
there のうち、この枠に当てはまる斜字体の there は機械的に

five provincesʼ

虚辞とみなせる（なお、疑問文では there と be は入れ替わる）
。

c. because that there is often feyres in that playn.
ʻbecause there are often fairs in that plain.

(4) a. Thereʼs more milk here.
b. Thereʼs still no water there, is there?

there 構文の成立

c. Thereʼs no proof there was any criminal action.


















































































3.1 there の語源

d. And when you left your car, were there any others
there?

there が it と同様に代名詞とみなされる原因を探るために、
there の語源を調べてみた。以下、印字の都合で旧綴り字は

2.3 虚辞の there の起源

現代式に直してある。

虚辞の there の起源を探る場合、there を用いずに⽛～がい

there はゲルマン祖語の⽛そこに⽜という意味の ther（印欧

る/ある⽜という意味を表わす（5a, b）のような例が有力な手

祖語の指示代名詞 to ʻthatʼ  r（副詞を作る語尾）に由来する。

がかりとなる。これらの文では、動詞を be に変えると非文法

ther は 古 英 語 で は 副 詞 か 接 続 詞 に 限 ら れ る が、thereby,

的となることから（もっとも、
（5c）のような例は皆無ではな

therein, therewith などの複合語の there には⽛それ⽜という

い）、be 動詞を存在の意味で用いる場合、ほぼ義務的に there

本来の指示的意味も含まれている。さらに、これらの複合語

が形式主語となる。それゆえ、
（5a, b）の * 印の文も there が

は目的語  後置詞という極めて古い造語法で作られている

挿入されると、（5d, e）のように文法的となる。

ことから、there には古い指示的意味が封じ込められたまま
今日に至っていると考えられる。

(5) a. On the grass sat an enormous frog.
3.2 ⚒種類の there の関係

*On the grass was an enormous frog.
b. Directly in front of them stood a great castle.

これまでの分析から明らかなように、場所を表わす副詞の

*Directly in front of them was a great castle.

there には指示作用がある。このような特徴は虚辞の there

c. Among the names underneath the photo was

には現れないが、この語に固有の代名詞としての特徴は潜在

Aldermann.

的に維持されている。

d. On the grass there was an enormous frog.

そこで、これら⚔つの特徴を⽛副詞的⽜(adverbial)、
⽛場所

e. Directly in front of them there was a great castle.

的⽜(locative)、
⽛指 示 的⽜(demonstrative)、
⽛代 名 詞 的⽜
(pronominal）という⽛素性⽜(feature）で表わし、それぞれ

1400年頃の⽝マンデヴィル旅行記⽞は虚辞の there の起源

の性質の有無を / で記すと、副詞の there は［adverbial,

を探る格好の情報源であり、現在では許容度の低い（6a）の

locative, demonstrative, pronominal］と表わせるが、虚

ような⽛場所の前置詞句  be 動詞  主語⽜という存在文が

辞の there はこれとは正反対の指定を受けた［adverbial,

圧倒的に多い。
（6a）に there が挿入されたと移動した（6c）

locative, demonstrative, pronominal］となる。
それゆえ、there は⚔つの性質から成る⚑つの実体である

のような例は多くない。それゆえ、(6)の例は there 構文の史
的発達の過程を探る有力な根拠になりうる。

が、それぞれの性質の現れ方によって⽛副詞⽜か⽛虚辞⽜か
が決まることになる。

(6) a. Also at the entree of the Mount Syon is a chapelle
3.3 there 構文の成立

ʻAlso at the entrance of the Mount Sion is a chapelʼ

存在を表わす文は一般に⽛場所⽜が明記されるが、場所の
前置詞句で始まる存在文の動詞の前に主語を提示する必要が
生じた時に、形式主語として選ばれたのは it ではなく there
であった。これは当然の成り行きである。
場所の副詞の there は指示代名詞から派生し、その意味と
機能を内在化していたことから、形式主語を提示せざるを得
ない言語上の状況が生じた時に、場所の前置詞句の直後に
there を虚辞として挿入するのが最善の策とみなされたと考
えられる。前置詞句が節の後方に移動したのはその後のこと
である。
⽜
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今回の講演は内容がかなり難しいものとなりましたが、終
了後も熱心な質疑応答が続き、楽しく充実したひと時となり
ました。
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平成28年⚙月24日㈯ ⚒時～⚓時30分
筑波研修センター

茗渓会公開講座
藤原教授の英語のはなし 第14弾

⽛ 英語の難問に挑戦しませんか？ ⽜
講 師：藤 原

保 明 (筑波大学名誉教授)

第14回目の今回の講演では、There is a book on the desk.

存在文⽜もあるが、
⽛虚辞の there⽜を用いた（2b, c）のような

のような there がなぜ⽛そこ⽜という場所を表わさず、しかも

there 構文が一般的である。ちなみに、
（2b）の there は、同じ

形式主語として用いられるのかという難問の解明に挑んだ。

節の中に here in Japan という場所が明記されていることか
ら、
⽛場所の副詞⽜ではなく虚辞である。場所の情報は here in
Japan のように一般に包括的なものからより具体的なものへ

英語のこだわり

という順に提示される。それゆえ、
（2c）の there は直前の場


















































































1.1 語順にこだわる

所の前置詞句 in the rest of the world と照応しない虚辞とな
る。

世界の言語の大半は⽛SVO⽜
（英語、ドイツ語など）
、
⽛VSO⽜
（ウェールズ語など）
、
⽛SOV⽜
（日本語、トルコ語など）のい

(2) a) Japan has a population of a little more than a hundred

ずれかの語順を示す（以下、S は⽛主語⽜
、V は⽛動詞、O は

million. Luckily enough, b) there are no starving people

⽛目的語⽜を表わす）
。
英語は日本語と同じ SOV 言語であったが、SVO 言語へと

here in Japan, but c) in the rest of the world there are

切り替わった。古英語（700～1100年頃）は SOV から SVO へ

numerous countries where the majority of people are

の変化の過渡期であった。現在はこの変化は完了していて、

starving.

主節でも従属節でも SVO が用いられる。

虚辞の there の特徴

1.2 主語にこだわる：形式主語の it


















































































2.1 ⚒種類の there

英語では、日記などの特殊な用途を除き、主語は一般に明
記される。この主語は、同一文中の動詞によって表される動

代名詞の it を(1)のように形式主語として用いても文法上

作・運動などの主体を表すとは限らず、形式上、主語の位置

支障はないが、主語になれない⽛場所の副詞⽜の there を

を占めているにすぎないことがある。このような主語は⽛形

（2b, c）のように形式主語として用いると、
⽛副詞の主語⽜と

式主語⽜または⽛論理的主語⽜と呼ばれ、it や there が用いら

⽛動詞の前の形式主語と後方の意味上の主語の重複⽜という
⚒つの問題が生じる。そこで、この節では⽛場所の there⽜と

れる。

⽛虚辞の there⽜の区別と特徴を確認しておきたい。

形式主語の it には（1a）のように特定の事物を指すことの
ない⽛虚辞の it⽜
（empty ʻ itʼ）と、
（1b）のように下線で記し
た後続の句や節を指す⽛予備の it⽜
（preparatory ʻ itʼ）の⚒種

(3) a. 場所の there には⽛前方照応⽜と⽛後方照応⽜という⚒

類がある。

種類の指示機能があるが、虚辞の there にはこの機能
はない。
b. 場所の副詞の there は主語にはなれないが、存在の

(1) a. i. It is raining. (= The rain is falling.) (天候)

there は形式主語になれる。

ii. Itʼs far from here. (距離)

c. 場 所 の there は 種々 の 動 詞 と 共 起 す る が、存 在 の

iii. Itʼs nine oʼclock. (時間)
b. i. It seems that he has married Hanako quite recently.

there の大半は be 動詞と共起する。
d. 場所の there を含む文の主語には制約はないが、存在

ii. Itʼs very kind of you to help me.

の there で導かれる文の意味上の主語は一般に不定名

iii. Itʼs no use crying over spilt milk.

詞句である。
1.3 主語にこだわる：形式主語の there
2.2 ⚒種類の there の見分け方

⽛～がいる、～がある⽜という意味を表す文は⽛存在文⽜と

現代英語の場合、存在文の⽛there  be  主語( 前置詞

呼ばれる。英語の場合、have を用いた（2a）のような⽛have
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桐の葉のつどい

同期入学､または同行のみなさんの集まりを紹介したものです｡

⿆ 東京教育大学農学部林学科 昭和53年卒クラス会

と き 平成28年5月14日(土)
ところ 旧農学部跡地
昭和53年⚓月に卒業した東京教育大学最後の学生です。

⿆ 筑波大学男子アイスホッケー部 創部40周年記念式典

と き 平成28年7月16日(土)
ところ 茗渓会館
我が筑波大学男子アイスホッケー部は、今年創部40周年を迎え、
記念式典を茗渓会館にて開催いたしました。名誉会長やOB・OGの
皆様をお招きし、ホッケー部の昔、そして今を語り合うことができ
ました。私共現役といたしましては、40年間の歴史と伝統の上に自
分たちの活動が成り立っているのだということを実感すると同時
に、今後も伝統を継承しつつホッケー部をより良いものにするため
に考える契機となりました。
第38期 OB・OG係 石垣黎子(いしがきれいこ)

（池田)

⿆ 東京教育大学教育学部心理学科 第16回生クラス会

と き 平成28年⚕月28日(土)
ところ 茗渓会館
40年ぶりのクラス会。25人中17人参加という数に驚きと喜びを感
じながら名前の順に着席。
⽛久しぶり～⽜の声が飛び交いました。
幹事の進行で、亡くなった方への黙祷から乾杯、昼食をとりながら
の近況報告、懇談とあっという間に⚒時間半が過ぎて記念撮影。解
散後、教育大跡地.占春園を学生時代の思い出と共に散策。それで
も別れ難く、お店を探して十数人おしゃべりタイムを過ごしました。

⿆ 昭和42～45年卒 東京教育大学バレーボール部
⚔学年合同同窓会

と き 平成28年⚙月⚑日(木)～⚒日(金)
ところ 横浜みなとみらい⽛万葉娯楽部⽜
【この会の概略】昭和41年春のリーグ戦で、久し振りの⚒部優勝
を果たし、⚑部復帰を目指して⚑、⚒部入替戦に臨んだメンバーが
中心となる集いです。会は各学年が持回りで幹事役を担い、夏季五
輪開催年に合わせて企画（バルセロナ五輪時が初回）。平成10年の
長野冬季五輪からは⚒年間隔で開催。当初は男子部員だけの集まり
でしたが、平成12年からは監督はじめ女子部員や先輩方にも参加を
呼び掛けて現在の形に（現会員数36名、物故者⚓名）。さすがに年齢
を感じますが、ご参加の皆さんは頗るお元気でした。
（写真＆文：川岸)
後列左から 高野・小塩・岡田・高橋・草薙・佐藤・小高(幹事)・
不老・鈴木(幹事)
前列左から 柏森・楠田・本多監督・後藤・岩崎・川岸(幹事)・
中村(撮影時中座)

⿆ 第⚙回筑波大人文三期同窓会

と き 平成28年⚖月⚔日(土)
ところ 晴海グランドホテル
わたくしどもは、筑波大学開学⚓年目に入学した人文学類の三期
生ですが同期のなかにはホテル社長やら全国高等学校協会長や、各
県の校長会の会長さんも多数、また母校筑波大の大学教授もおられ
多士済々です。
以前は、蹴球世界戦の⚔年毎に開催してきたこの同期会も写真後
列中央のホテル社長・片山達哉氏のご好意により毎年開催しており
ます。
（文：浅井一郎)
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桐の葉のつどい

同期入学､または同行のみなさんの集まりを紹介したものです｡

⿆ 東京高師昭和24年卒理二有志の会（物・化・地学）

⿆ 平成28年度東京教育大学農学部農芸化学科
昭和43年度入学生のクラス会

と き 平成28年10月19日(水)
ところ 茗渓会館
今年、我々は米寿を迎え、あるいは越えました。元気で集まれた
ことを祝福し合い、楽しい語らいのひと時を過ごしました。来年ま
た集まろうを合言葉に散会。写真は、後列左から石橋、伊藤、古村、
森。前列は井下田、黒羽、飯村、中園。世話人：中園、黒羽、飯村
です。
（写真・文責：飯村)

と き 平成28年10月22日(土)
ところ 茗渓会館
卒業後、四十数年ぶりのクラス会の開催でした。参加者は14名で
したが、長野、大阪、山梨など遠方からも参加して頂き、一気に四
十数年前にタイムスリップして懐かしく旧交を温めました。次回の
幹事も積極的に引き受けようとの申し出もあり、名残りを惜しみつ
つも次回への期待を胸に秘めて散会致しました。

⿆ 昭和34年卒業 東京教育大学体育学部 女性の会

と き 平成28年10月27日(木)
ところ 渋谷エクセル東急
傘寿を迎え、卒業以来初めての⽛女性だけの同期会⽜を開きまし
た。陸上競技部紅一点だった田中良子さんの呼びかけで、同期女性
⚗割の14名が参加。遠く京都から駆けつけた人もあり、全員元気溌
剌。流石スポーツウーマンと自画自賛？。東京オリンピックを語
り、50数年前と変わらぬ食欲で御馳走を平らげ、再開を約して散会
しました。
（文責 築地弥生)

⿆ 昭和37年卒 東京教育大学体育学部 無二会

と き 平成28年10月22日(土)
ところ ユーハイム千駄ヶ谷店
私達は昭和37(1962)年に卒業し、無二(62)会と名乗っています。
卒業54周年大会は⽛喜寿の祝⽜で、51名が出席しました。人生は、
筋書のないドラマですが、私達の素晴らしい人生ドラマでした。同
志道友を喜び合い、桐の葉をうたって解散しました。
世話人：石橋、片倉、杉山、大谷、三弊、河本です。

⿆ 東京教育大学理学部地理学科 昭和37年入学クラス会

と き 平成28年11月⚔日(金)
ところ 茗渓会館
平成16年に最初の会を催し、以後、⚔年毎に実施し今回⚔回目と
なりました。これまでは、10人以上が集いましたが、今回は最少と
なりました。
（写真：中山茂樹 文責：長坂政信)
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茗渓・東西南北
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平成

これらの課題に対応し、本会を活性化するとともに、
会員相互の交流と絆を深めることを目的に、昨年度、少
人数による懇談の場を二回設けて協議をしました。
参加者から出された主な意見として、①⽛学部・学科・
学群・専攻⽜・⽛女性会員⽜
・⽛卒業年度⽜・⽛部活動・サー
クル⽜等での懇親会の開催、②インターネット等を通し
た情報発信、③卒業年度を数年ごとに区分して担当者を
決め連絡等を密にする、などが出されました。その後、
懇談の場を複数回設ける予定でしたが、諸事情で開催で
きておらず、課題の解決には至っていません。
今後、本会の活性化と会員相互の連携に向けて努力し
ていきたいと考えています。
なお、本年四月の⽛熊本・大分地震⽜に際しまして、
茗渓会本部及び本部定時総会出席代議員の皆様方から大
分茗渓会に心温まる見舞金を頂戴いたしました。紙面を
お借りしまして、心から感謝と御礼を申し上げます。
最後になりましたが、会員の皆様の御健勝と御活躍、
茗渓会の、今後益々の御発展・御隆盛を心からお祈り申
し上げます。

熊本茗渓会活動報告

⚔月 日 時 分以降に発生した熊本県を中心とする
一連の地震活動により、本県は未曽有の被害を受けました。
特に、⚔月 日未明に発生した⽛本震⽜は甚大な被害
をもたらし、熊本支部においても多くの会員が被災いた
しました。
この平成 年熊本地震は、震度⚖弱以上の地震が⚗回
発生し、うち震度⚗の地震が 時間内に⚒回発生しまし
たが、これは観測史上初のことであり、その後も余震は
現在まで二千回を超えました。
⽛前震⽜、
⽛余震⽜による被害はもとより、この⽛終わり
なき地震⽜が県民に与えている不安、精神面のダメージ
は計り知れないものがあります。
このような現状のなか、茗渓会熊本支部におきまして
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年度島根県茗渓会
総会及び懇親会報告

平成 年⚙月⚓日
(
土)
、本年度総会及び
懇親会が⽛サンラポー
むらくも⽜にて開催さ
れました。松本支部長
から⽛通常総会報告⽜
が行われ、その後懇親
会に移りました。
参加者数や顔ぶれも
ほぼ例年通りであり、
参加者数拡大が喫緊の
課題であります。
来年度総会・懇親会
は、日程及び場所を変
更し、⚖月下旬に出雲
市で開催する予定です。
多くの皆様の参加をお待ちしております。

平成

年度大分茗渓会
総会及び懇親会報告

昨年度の総会は、高倉志能大先輩（昭和二十五年・農・
教卒・九十歳）が参加して下さり、矍鑠としたお姿に触
れ、そして貴重なお言葉をいただき、後輩一同、今後の
元気と活力をいただきました。総会では、①平成二十七
年度事業報告・会計報告、②会則の変更、③役員の選出、
④代議員の選出が審議され、いずれも全会一致で承認・
可決されました。特に会則の改正は、支部組織の変更に
伴うもので久方ぶりの改正となりました。
総会後に足立真也参議院議員（昭和五十七年・筑・医
卒）からのミニ国政報告会を開催し、足立代議士の国政
活動に係る報告をお聞きした後、懇親会を開催しました。
懇親会では、各テーブルで話が弾み、そして、出席者
全員から近況等のスピーチもいただき、和やかな中、予
定された時間もあっという間に過ぎ、最後に全員で肩を
組み⽛宣揚歌⽜を斉唱して盛会のうちに終了し、次回を
楽しみに散会しました。
さて、本会の課題と取り組みについて、少し述べたい
と思います。課題としては、まず、①会員の把握が十分
でないことがあります。
事務局等で会員の住
所等の把握に鋭意取り
組んでいるところです
が、すべての把握が難
しい状況にあります。
このことに伴い、②
会費の納入が少ないこ
と、③総会・懇親会の
出席者が少ないことが
あります。また、④個
人情報の関係から会員
名簿を配布できないこ
と、⑤事務局も勤務の
傍ら、本会の仕事をし
ている関係から会員に
対して多くの情報発信
ができないこと、など
が挙げられます。

28

21

16

28

28

昨年度の大分茗渓会総会・懇親会が、平成二十八年二
月二十日(
土)
に大分市内で三十六名が参加して開催され
ました。現在、総会が大きな事業活動となっております
が、会員に対する慶弔活動等も行っています。

14

28
28

静岡県茗渓会活動報告

去る十一月二十七日(日)第四回東京都茗渓会の会が六
○名の参加者を得て開催されました。
東京の支部活動活性化の切り札として組織された本会
も四年目となりました。
総会では高橋基之会長の挨拶の後、茗渓会理事長・江
田昌祐様から、新しい動きである⽛産業人交流会⽜が毎

第四回・東京都茗渓会

た。加えて、筑波大学の昔の懐かしい写真等も用意して
は、例年⚖月に開催している総会につきましても開催を
くださり、大学の様子も取り混ぜて、大変興味深くお話
見送り、現在、年度内の総会開催を目指し、準備を進め
を伺うことができました。
ているところです。
その後の懇親会では、東京高等師範学校出身の大先輩
この震災発生直後より、全国の茗渓の皆さま方からは、
から、今年度に新規採用となったニューフェイスまで、
物心両面に渡り、温かいご支援をいただき、大変、感謝
二十八名が旧交を温めたり、情報交換に花が咲いたりし
しております。
ました。最後に、宣揚歌そして万歳三唱で閉会となりま
この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。
した。来年度は七月二日(日)に開催の予定です。
末筆ながら、益々の茗渓会のご発展を、心よりお祈り
昭和から平成にかけて、茗渓会静岡支部は会員数も多
し、結びといたします。
く、総会出席者も五十人を遙かに超えるほど盛況でした。
この頃は、事務局は地域の拠点校に置かれることが多く、
会員が多い高校では学校単位でも親睦会が開かれていま
した。資金にも余裕があったため、平成六年度には民間
の茗渓会員様にも総会案内を送付しました。しかし、返
事がない場合も多く、総会への参加者は増えませんでし
た。やがて徐々に総会参加者が減りだし、若手の会員の
参加を促すために講演会なども企画され、現在に至って
います。
昭和から続く地域組織や高校の各教科別組織の中には、
今も盛大に懇親会を実施している組織があります。写真
は昨年度の数学科の懇親会、茗数会の様子です。体育科
や理科にも若手も参加する懇親会があり、継続・発展の
可能性を感じます。
静岡では、昨年七月に韮山反射炉が世界文化遺産に正
式登録されました。自然と歴史に恵まれたこの地で、伝
統ある茗渓会のさらなる発展を目指すつもりです。
静岡県茗渓会では、毎年一回、総会を開催しています。
開催時期は、会員が参加しやすいように、全国高等学校
野球選手権静岡大会が始まる前を基本としています。
新年度に入り開催案内を送付、出席者を確定し準備を
整えると、おおむね七月の第一週の日曜日となります。
今年も七月三日(
日)
に静
岡市内のクーポール会館に
おいて開催され、三十三名
が参加しました。総会は支
部長挨拶で始まり、本部理
事の川田孝一様より、ご祝
辞と本部の様子を伺いまし
た。続いて、静岡県立大学
食品栄養科学部教授の小林
公子先生を講師にお迎えし、
⽛食 と 健 康⽜と 題 し 御 講 演
いただきました。筑波大学
大学院医学研究科博士課程
を修了された先生は、静岡
の特産でもあるお茶の歴史
や効用だけでなく、御専門
の⽛人類遺伝学⽜にも触れ
ながらお話しくださいまし

月第三水曜日に茗渓会
館で情報交換会を開き
盛んになりつつあるこ
と、筑波大学副学長・
伊藤眞先生からはリオ
オリンピックパラリン
ピックで多くの筑波大
学関係者が活躍したこ
とのお話がありました。
議事では、都茗渓会
が次年度から組織を一
本化する規約に改正さ
れました。
そのため本会も今回
をもって都の字を取っ
た⽛東京茗渓会⽜に変
わります。
記念講演では⽛コー
チングの力⽜をテーマ
として女子柔道コーチ
として世界的に有名な
筑波大学体育系准教授
で現東京都教育委員の山口香先生の講演が行われました。
先生は⽛コーチングとは相手の中にあるものを気づかせ
たり引き出したりすること⽜としてティーチングとの違
いに触れられ、選手に伝えるのではなく自問自答させ、
その答えを自発的に導くことが大事なことだとお話しさ
れました。また⽛オリンピックは世界への窓⽜であり、
我が国に世界中から人がやってくる。その時までに我々
は何をすべきかもコーチングしていただきました。その
後、山口先生も交えて交流会も楽
しく行いました。
来年平成二十九年は、十一月二
日)の予定です。同窓が集い
六日(
人脈を広げ役に立つ会ですので是
非ご参加ください。
(事務局長・德田安伸)
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⽛失敗実験で得たこの産物がノーベル賞に繋がる
⽝ポリアセチレン⽞であった⽜とお話しする白川先生

10

茨城県知事賞・読売新聞社賞受賞

回日本学生科学賞県作品展

24

科学部生物班 第

60

20

21

23

24

800

60

月 日 (日)、⽛第 回
茨城県児童生徒科学研究作
品展兼日本学生科学賞茨城
県作品展⽜の表彰式が、坂
東市の茨城県自然博物館で
開催され、本校科学部生物
班に所属する生徒⚔名が、
高校の部で最高賞に当たる
茨城県知事賞・読売新聞社
賞を受賞しました。
⚔人はいずれも高校⚑年
生で、男女各⚒名の研究グ
ループです。中学⚒年の時からこのテーマで研究を続け、
失敗を重ねながらも試行錯誤の実験を繰り返してきまし
た。研究内容は、ハツカダイコンの根が土中で障害物と
ぶつかったときの伸び方について調べたものです。なお、
この研究は、 月 ・ 日に開催された日本学生科学賞
中央予備審査会に出品されました。
他にも、高校の部で茨城県高等学校教育研究会長賞を
高校⚓年生徒が、中学の部では中学⚓年生が茨城県教育
研究会長賞を受賞しました。
10

23

11

19

海藻の実験をする科学部生物班の中学生
部員（本校生物実験室にて）

茗溪学園だより

科全般が好きで、昆虫や植物採集によく行かれたこと、
そういう中で自然、本物に触れる大切さを学んだことが
現在の研究姿勢に生かされているということでした。
そして、⽛セレンディピティ⽜という言葉を紹介され、
偶然から大発見を得ることについてお話しされました。
まさに、ノーベル賞の対象となった電気を通すプラスチ
ック⽛ポリアセチレン⽜の大発見は、触媒の濃度を間違
えるという失敗から偶然に見つかったもので、このよう
なセレンディピティには、
⽛やってくる偶然⽜と⽛迎えに
行く偶然⽜がありますが、この失敗実験は⽛やってくる
偶然⽜と言えるものでした。セレンディピティに恵まれ
るためには、多くを学びたくさんの経験を積み、何事に
も興味を持って努力を怠らず、偶然に潜むチャンスを見
逃さない知性を持つことが大切です。何回も何回も実験
を繰り返す根気とあきらめない気持ち、失敗の中に隠れ
ている重要なものを感じ取る力が大事なのです。と、生
徒たちに語りかけてくださいました。
玉尾先生のご講演は、⽛⽝一家に一枚周期表⽞にみるわ
が国の科学技術の底力⽜というテーマでしたが、元素記
号のついたネイルアートや、元素ネイルポストカードの
紹介から始まり、とても楽しい雰囲気の中でお話をして
くださいました。
長谷川先生のテーマは、⽛Hey!I
ti
ss
oc
ool
!未来を照
らすレアアース⽜でした。後半⽛光るブレスレット⽜が
配布され、私たちの生活の中に身近にレアアースがある
こと教えてくださいました。光
るブレスレットを着けてみんな
で手を振ると、体育館がまるで
コンサート会場のような状態に
なり、全員大いに盛り上がり、
まさしく本物に触れる体験的な
学びとなりました。
講師の先生方のお話しを楽し
く聞きながら、生徒達には⽛化
学⽜を身近に感じることのでき
た、とても貴重で有意義な時間
となりました。

部活動など結果報告(⚙～11月）

【中学全国大会】
◎中学ラグビー部：第⚗回全国中学
ラグビー大会（会場：茨城県水戸
市）、初戦惜敗するも敗者戦を勝
ち上がり⚕位。12月冬休み中、東
日本大会出場（東京開催）
、全国ジ
ュニアラグビー大会（大阪開催、
茨城選抜として）出場。
【高校県大会】
◎高校ラグビー部：第96回全国大会
県予選優勝（55-19で勝利）
。⚕年
連続22回目の全国大会出場（12月
27日から東大阪市花園ラグビー
場）
。
【中学県大会】
◎剣道部：女子団体優勝・女子個人
優勝（ともに⚒連覇）
、男子個人準
優勝。
◎体操部：男女団体ともに準優勝、
女子個人優勝。
◎バドミントン部：男子団体優勝、
男子ダブルス優勝、男子シングル
ス準優勝。
【文化部】
◎科学部生物班(高校)：茨城県高文
連自然科学部門・生物部門最優秀
賞（来年夏、宮城県開催の全国総
文祭出場）

白川英樹博士 (ノーベル化学賞・筑波大名誉
教授)化学の日特別講演会
月 日(
月)
、
⽛化学の日＠茗溪学園中学校高等学校⽜
講演会（主催は日本化学会、茗溪学園、
⽛夢・化学
⽜
委員会の三者）が、本校第一体育館で開催されました。
中学⚓年生から高校⚒年生までの⚓学年の生徒と教職員
など約 名が参加しました。
⽛化学の日⽜は、アボガドロ定数（⚖・⚐⚒× の 乗）
に由来して 月 日となっています。
⽛日本化学会⽜では、
化 学 や 理 科 に 関 心 を 持 っ て も ら う 機 会 と し て、全 国 で
様々なイベントを開催しているそうですが、その一環と
して、本校での講演会が実現しました。
⽛次世代の化学を
担うのは君たちだ！⽜と銘打ち、ご講演くださったのは、
⚒⚐⚐⚐年にノーベル化学賞を受賞された筑波大学名誉
教授の白川英樹先生、理化学研究所研究顧問・玉尾皓平
先生、青山学
院大学教授・
長谷川美貴先
生、⚓名の皆
様方でした。
まず白川先
生が、基調講
演として、⽛学
ぶというこ
と⽜をテーマ
に、子供時代
からノーベル
賞受賞に至る
までの経過を
たどる形でお
話をしてくだ
さいました。
子供時代は理
10



追
山地英太郎
〒180-0001
阿部四郎左エ門
〒999-5401
菅野 秀男
〒184-0003
吉川 晴夫
〒420-0841
岩尾
亨
〒861-3207
松本
旭
〒362-0037
一木 壽一
〒168-0073
富田 保雄
〒437-1421
山崎 金一
〒343-0045
沼口 広司
〒336-0021
木村 辰夫
〒331-0823
井出 賢次
〒386-0005
中村 清史
〒360-0013
栗原
芳
〒339-0082
萩原
博
〒939-0351
渋谷
健
〒350-0838
永井 豊彦
〒836-0012
橋本 文一
〒276-0033
延江 正昭
〒184-0002
加藤
章
〒020-0024
鈴木
憲
〒413-0411
押上 和喬
〒112-0006

悼

録

15研 28・11・11
武蔵野市吉祥寺北町5-3-27
17体二 28・4・7
最上郡金山町有屋930
19理二 28・9・21
小金井市緑町2-12-4
22文五 28・8・9
静岡市葵区上足洗2-6-28
22体専 28・5・3
上益城郡御船町御船758
24大国 27・10・30
上尾市上町2-3-4
24理二 28・7・4
杉並区下高井戸4-31-7-109
24農教 27・8・10
掛川市大坂6990
24農教 28・3・30
越谷市下間久里886-69
25文一 28・9・7
さいたま市南区別所2-10-16
25理一 28・9・9
さいたま市北区日進町1-541
26文二 28・10・27
上田市古里1012
26文四 28・7・16
熊谷市中西4-1-37
26農教 28・3・4
さいたま市岩槻区西原台1-3-110
27大数 26・10・17
射水市戸破1839-2
27文一 28・6・28
川越市宮元町4-6
27体 28・5・18
大牟田市明治町3-31
27農教 28・9・7
八千代市八千代台南2-3-13
28教大地 28・9・7
小金井市梶野町2-10-2
29教大日史 28・2・6
盛岡市菜園1-3-15
29教大数 28・6・2
賀茂郡東伊豆町稲取428
29教大化 28・7・31
文京区小日向2-29-5

逝去会員氏名・卒年科・逝去年月日・
遺族住所・氏名

(敬称略)

長男

山地

英彦

妻

阿部

トモ

妻

菅野

殉子

長男

吉川

紳

長男

岩尾

洋一

次男

松本

千明

長女

長田

裕里

長男

富田

寿人

長男

山崎

巌

妻

沼口

美子

長男

木村

正実

妻

井出

鏡子

妻

中村

央子

次女

関口

洋子

娘

寺田

裕子

妻

渋谷

成子

妻

永井ミツキ

妻

橋本

泰子

妻

延江

里子

妻

加藤

重子

妻

鈴木

律枝

妻

押上

佳子

富山 正治
〒931-8316
林田 昭喜
〒639-2112
中田 基臣
〒270-0034
横山 武士
〒120-0012
酒井 志郎
〒143-0025
森
米二
〒487-0032
関岡 康雄
〒300-0331
沼沢 研一
〒223-0064
中島 豊雄
〒483-8235
宮丸 凱史
〒305-0023
川﨑 健三
〒416-0903
満園 真泰
〒709-0721
山口 範雄
〒240-0053
藤巻 優介
〒190-0182
渡邊 勝男
〒963-0201
古澤 邦夫
〒351-0023
黒崎 達雄
〒355-0017
鈴木 通雄
〒328-0027
清水 進一
〒254-0075
秦
修司
〒920-0955
嘉村 茂邦
〒289-1124
楠山千穂子
〒562-0001

29教大地鉱 28・9・27
富山市豊丘町22-21 富山様方
29教大健 28・4・28
葛城市笛堂597
30教大東史 27・11・14
松戸市新松戸3-296-壱-D-402
30教大農 27・5・7
足立区青井3-10-43
31教大体 28・6・18
大田区南馬込5-43-8
33教大英 27・11・1
春日井市高森台3-20-13
33教大体 28・9・12
稲敷郡阿見町阿見4284-39
34教大数 28・10・1
横浜市港北区下田町3-17-16
34教大体 28・7・2
江南市布袋町中150
35教大体 28・8・15
つくば市上ノ室2111-5
35教大健 28・2・4
富士市松本75
36教大哲 28・8・24
赤磐市桜が丘東4-4-699
36教大法政 28・1・21
横浜市保土ヶ谷区新井町192-42
36教大総農 28・3・31
西多摩郡日の出町平井1505-1
37教大林 28・8・1
郡山市大槻町北中野下20-6
39院修物 28・8・18
朝霞市溝沼1-5-2コンフェルト朝霞
40研 28・9・11
東松山市松葉町2-13-2
41研 28・9・17
栃木市今泉町1-6-20
43教大数 28・10・11
平塚市中原1-25-24
48教大体 28・8・22
金沢市土清水2-244
50教大物 28・9・13
八街市山田台128
03筑体 28・5・17
箕面市箕面2-3-4

長女
長女

岡本

享子

布施真喜子

妻

中田

きぬ

妻

横山

京子

妻

酒井

浩子

妻

森

和枝

妻

関岡惠美子

妻

沼沢

妻

中島千恵子

洋子

妻

宮丸千恵子

妻

川﨑

澄子

妻

満園

和子

妻

山口

豊子

妻

藤巻

昌子

妻

渡邊

昌子

妻

古澤千枝子

長男

黒崎潤一郎

妻

鈴木

妻

清水勢津子

フク

妻

秦

妻

嘉村

英子

夫

楠山

卓

恵美子

安全に、快適に、正確に

����������社
取締役社長 塚本 一也
（平成 3 年環境科学研究科修了）

☆２４時間営業
☆お迎え料金無料
☆カード利用 OK!
☆貸切バス事業者より
安全性評価認定(★★★)されました

会社写真挿入

〒300-3261 茨城県つくば市花畑 3 丁目 19-4
ＴＥＬ
029-864-0301
029-864-4727
ＦＡＸ
メールアドレス �����������������-����������

（学校法人 茗溪学園理事）
茗渓会担当：上席執行役員人事部長

岡本

俊一

フリーダイヤル

0120-000-302
各営業所に通じます
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専攻
(
静 岡)

(
神奈川)

(敬称略）

院修数

(
埼 玉)
(
埼 玉)
(
千 葉)
(
東 京)
(
東 京)
(
愛 知)
(
愛 知)
(
岐 阜)

広

報

教職受験対策研修会
教職員採用試験を受ける筑波大学生のための研修会を
今年も次の要領で開催いたします。
期 間 平成 年⚓月⚖日(月)～⚘日(水)
会 場 筑波学都資金財団 筑波研修センター
定 員
人（先着）
受講料 ⚗、
⚐⚐⚐円のところ、茗渓会が⚕、
⚐⚐⚐円
を補助いたします。
受 付 平成 年⚒月⚑日(水)～⚒月 日(火)
筑波研修センターにて
訂 正
•前号（平成 年秋号）で誤りがありましたので訂正い
たします。
Ｐ
平成 年⽛追悼のつどい⽜ 行目
（正）古藤髙良元筑波大学教授
（誤）古藤髙良筑波大学名誉教授
•Ｐ の⽛茗渓フェロー協力者ご芳名⽜に掲載漏れがあ
りました。次号（春号）で追掲載します。

表紙の言葉 デザイン 茗渓会副理事長 西川 潔
機関誌茗溪の表紙写真を担当して⚓年になります。
今号は初めて、活躍中の写真家、斉藤さだむさんの
作品を使わせて頂きました。どうしても雪の風景が
欲しくて、学内を継続的に撮っている彼に頼みまし
た。雪景色とは言いがたいものですが、うっすら積
もった雪と、葉を落とした大木から凛とした空気が
感 じ ら れ ま す。キ ャ ン パ ス の 北 端、一 の 矢 宿 舎 で
⚒⚐⚑⚒年一月に撮影されました。
宿舎のカラーリングはここが最初と記憶します。
地区のアクセントとして高彩度を使い、評価が気が
かりでしたが、北欧のようだと留学生の一人から感
想をもらった時は、複雑な気持ちでした。

•Ｐ⚙

久保田 聡( 筑一自)
高松 久一( 筑体)

事務局担当者

平成 年度 茗渓会地域組織表の⽛都庁⽜を
左表のように訂正します。

代表者

堀川 勝史( 筑体)

編集後記

平成 年⚑月 日発行
発行 一般社団法人 茗 渓 会
茗渓会事務局・大塚事務所
- 東京都文京区大塚一-五-二三
ＴＥＬ 〇三三九四一-〇一三六
ＦＡＸ 〇三三九四一-七六七四
Ema
i
li
nf
o@mei
ke
i
.
or
.
j
p
ＵＲＬ ht
t
p:
/
/
www.
mei
kei
.
or
.
j
p
郵便振替記号番号 〇〇一五〇 二-四九七七

•正確な会員情報把握のために、住所、勤務先の変
更はすぐにご連絡下さい。
•年会費のお振込みは、早めにお願いいたします。

お願い

•新年明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願い申し上げます。
•一昨年秋から始まった特集
⽛筑波大学附属学校を巡る⽜
は今回の久里浜特別支援学校と坂戸高校で終了となり
ました。⚖回の特集を通じて、筑波大学の附属学校は、
明治期から今日まで、わが国の教育の改革や充実・発
展に大きな役割を担ってきたことをあらためて知るこ
とができました。

06 10

庁
都

平 成 二 十 八年秋の叙勲

教大数

教大体

おめでとうございます

川口 千代
潤

教大数

教大体

教大体

教大農経

教大地鉱

教大体

教大体
院修中古
(
岐 阜)
(
富 山)

(
山 形)
(
東 京)

29

29

瑞宝中綬章
安田
瑞宝小綬章
桐生 貞夫
小室駿一郎
藤崎 武利

正廣
教大文

筑修教

教大国

教大農経

教大農

(
神奈川)

(
大 分)

(
東 京)

25

伊藤駿二郎
和田 興卓
関
薫

岩見 恒典
野原
土肥 勇賢
山下 富雄

佐藤 昌弘

瑞宝双光章
舘 比佐男
理二

教大健

年春の叙勲(追記)

加藤 光一

平成
昌雄

教大体

筑波事務所
- つくば市天王台一-一-一
筑波大学・大学会館内
ＴＥＬ 〇二九-八五〇 一〇四四
ＦＡＸ 〇二九-八五〇 一〇四五
Ema
i
lt
s
u3j
i
mu@mei
kei
.
o
r
.
j
p
印刷 東京都文京区関口一-三九-一〇
山浦印刷株式会社

26

50

28
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瑞宝小綬章
東

喬

文化功労者
小野

29

36 36
48

34 34
44 62 45 44 35 28 30 45 44 44
26 34 45
35
29
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株式会社

阿部兄弟建築事務所

http://abeoffice.co.jp

経営・労務・年金etc. コンサルタント

福岡経営労務事務所

〒125-0042 葛飾区金町3-27-3
TEL 03(3607)0551
所
長
社会保険労務士

FAX 03(3607)0551

福岡 一雄（32教大法政)

聖 徳 大 学 大学院
〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬55
電話 047-365-1111(代表)
E-mail : akifuji @ seitoku. ac. jp
言語文化
研究科長

藤原 保明

 昭48教修英
平⚓筑博文言 

スポーツ＆起業家＆企業人⽛つくばウェイ⽜

TSUKUBA WAY プロジェクト
～茗渓・筑波OB・OGの活躍を集約‼～

〒101-0032

http : //tsukubaway.com/

東京都千代田区岩本町1-3-9 高木ビル
代表取締役

荒井

TEL 03-3866-4181

豊人 

昭和57
筑基工



株式会社 KTAJ

〒273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3-1-7
電話 047(443)7908
営業部長

高野

FAX 047(443)7940

 体育専門学郡

2004年卒

〒105-8507 東京都港区芝⚒丁目32番⚑号
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-3-1
東京フジビル502号室

力（昭48教大木工)

電話 03(3456)1578
常務執行役員

つくばでの宿泊･研修に

ご家族で､お仲間で

最大収容180名、お一人3,700円から
茗渓会員とご家族に割引あり
研修セミナー ･ サークル発表会･各種会議 ･ 学習合宿 ･ 部活動合宿に
シングル145室ツイン⚕室和室⚕室／研修室⚒室（120・40名)
和室も研修室として利用可（20畳、10畳）
館内食堂《こうせい》でパーティ・懇親会等（数名から80名まで）

アクセス

秋葉原駅からつくばエクスプレスで45分⽛つくば駅⽜下車
●バス／
⽛筑波大学循環⽜⚓つ目⽛筑波メディカルセンター前⽜下車
徒歩⚘分●つくば駅からタクシー／⚕分

一般財団法人筑波学都資金財団

筑波研修センター
〒305-0005 茨城県つくば市天久保 1-13-5
TEL 029-851-5152 ／ FAX 029-851-8886

http://www.meikei.or.jp/˜center

藤田 文武

代表取締役

FAX 03-3866-4120

e-mail : center＠meikei.or.jp

ೂ岡 祥之（昭57筑社工)
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38年の実績

リベラルアーツ学群 / 健康福祉学群
ビジネスマネジメント学群 / 芸術文化学群
グローバル・コミュニケーション学群（2016 年開設）

桜美林学園 理事長・学園長 佐藤 東洋士
学長 三谷 高康
入試事務室相談役 川田 孝一（昭 39 教大総農）

＊茗溪学園は 1979 年に茗渓会の百周年記念事業で生まれた学校です
◆ 寮のある学校です
◆国
 際バカロレア
（IB）
認定校です

2017 年 4 月から IBDP 課程開始

◆「知識」

「体験」
「考え方」


――とことん学び身につけます
◆ 部活動が盛んな文武両道の学校です

S S H 活 動 報 告 会
「SS研究・個人課題研究発表会」
（後援：筑波大学）
開催のお知らせ
期日：平成29年2月3日（金）
会場：茗溪学園中学校・高等学校
内容：本校高校2年生SS研究および個人課題研
究（優秀研究）口頭発表・ポスター発表、
ほかにSSH活動成果報告
一般公開いたします。
（詳細は下記メールでお問い合わせください）

