
　光陰矢のごとし、高千穂大学にお世話になってから 41
年の歳月が流れようとしている。縁とは不思議なもので大
学の恩師、阿久津邦男先生との出会いがもとで本学に勤
めることになった。正直、大学で教鞭をとることになると
は夢にも思わなかった。まさに不安と驚きの中で私のライ
フワークが始まった。
　就任した当初は大学の規模も小さく商学部のみで学生
数も少なかった。教育環境は今とは比較にならないほど
体育館も狭く、学生をステージに上げないとプレーできな
い状況であった。このような環境下であったが不思議と
学生達は明るく、活力がみなぎっていた。部活動も盛んに
行なわれ、私は卓球部の顧問を10年間担当したが、まとま
りのあるよいチームであった。幸いにも本学出身の大塚
優氏は私と同郷で競技経験も豊富で熱心に指導にあたっ

てくれた。その成
果が実り関東大
学秋季リーグ戦
で 4部優勝を果
たした。部創設
５年目の快挙で
喜びもひとしお
であった。

　専門科目として体育理論と実技を担当してきたが、当時
は種目も限られバレーボールとバスケットボールが中心の
授業であった。私は専門が器械体操で陸上や球技は苦手
であった。授業にマット運動を導入したこともあったが、
学生達には残念ながら喜んでもらえなかった。その後、昭
和 47年に体育館が新設され徐々に実技種目も増えていっ
た。テニス、バトミントンなども経験が少なかったので放

課後毎日練習し
自信をつけた。
　スキーでは毎
年指導者研修会
に参加し研鑽を
積んだ。技術の
レベルアップは

勿論であったが、
大学間の情報交
換を得る場として
有益であった。こ
れを機にスキー
仲間が増え、アラ
スカやカナダにも
足を運んだ。
　授業の一環として毎年４月に学生の体力テストを行なっ
ている。30年以上に亘って実施しているが、昔に比べて学
生の体力は確実に低下してきている。このままでは体力
低下にとどまらず生活習慣病も危惧される。改めて健康
教育の大切さを実感し体育学の重要性が再認識される。
学生諸君には将来スポーツを通したライフスタイルを構築
し生活をエンジョイしてもらえることを願っている。
　ところで恩師が運動生理学者ということで、私も運動生
理学と保健分野を含む専門分科会に属し共同研究させ
ていただいた。また、社会活動として日本万歩クラブ（財
団法人）で健康づくりのためのヘルスカウンセラーを数年
勤めた。これは私にとって専門知識を得るための貴重な
経験の場でもあった。恩師とは長い間のお付き合いの中
で公私に亘りお世話になった。今思えば師弟愛という言
葉を耳にするたび、万感胸に迫る思いにかられる。師は事
あるごとに多くの門弟達との交流を深められ、身をもって
人を育てることの大切さを示してくれた。まだまだ恩師の
足もとにも及ばないことに反省させられる。　　
　3月に定年となるが、人生に定年はないと言われる。40
年前に学生と青春談義に花を咲かせた時代がとても懐か
しく思い出され、つい昨今のような気がする。あと何年あ
るか定かでない人生いつまでも若さと夢だけはもち続けた
い。
　最後に高千穂というアットホームなところで41年間とい
う長きに亘って過ごすことができたことは真に喜ばしいか
ぎりである。これもひとえに有形無形に支えて頂いた教
職員の皆様の温かいご指導ご鞭撻のお陰であり、厚く感
謝を申し上げる次第である。

経営学部教授

　　　　　三澤 幸雄
在職期間：41年
担当科目：競技スポーツA（卓球）／健康運動
　　　　　野外スポーツ（トレッキング）／
　　　　　スポーツ管理／体育（教職科目）「高千穂との出会い」

昭和50年3月　アラスカ（ヘリスキー）

平成3年9月　恩師と共に（上高地）

昭和55年9月　夏合宿（越後湯沢）
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『天才と発達障害
 ― 映像思考のガウディと相貌失認のルイス・キャロル』
岡　南 著
【講談社】 判

年 月 ： 価格 円

視覚優位のアントニオ･ガウディと聴覚優位のルイス･キャロル。
彼らの認知の隔たりが偉大なる｢サグラダ･ファミリア聖堂｣や「不思議な国の
アリス」を生み出した。発達障害の新たな可能性を探る衝撃の書。

第1章 あなたは視覚優位か、聴覚優位か（「認知」とは何か；二つのタイプの優
位性―｢視覚優位｣と「聴覚優位｣；他にもある認知特徴による分類
ほか」）

第2章 アントニオ･ガウディ「四次元の世界」（神の建築家ガウディ；生まれ
ながらの資質；ガウディ自身が語る認知の特徴とはほか）

第3章 ルイス･キャロルが生きた「不思議な国」（子どものような心を持つ
キャロル；生まれながらの資質；一方的な努力と困った行動ほか)

『アメリカ史｢読む｣年表事典1』
中村甚五郎 著
【原書房】 判

年 月 ： 価格 円

超大国アメリカの光と影、決して平坦ではなかった。約400年間の軌跡を
詳しく描き出した、「読む」年表の登場！第1巻では、コロンブスの新大陸
発見から、植民地建設、独立革命戦争、連邦政府の発足まで、若々しいアメ
リカの黎明期の姿をとらえる。

第1章 1000―1604　第4章 1700―1749　第7章 1780―1789
第2章 1605―1649　第5章 1750―1769　第8章 1790―1800
第3章 1650―1699　第6章 1770―1779

浅田次郎 著
【新潮社】 判

年 月 ： 価格 円

『薔薇盗人』

親愛なるダディ。報告しなければならない出来事があります―。
少年から船乗りの父へ宛てた手紙形式で魅せる「薔薇盗人」。
リストラされたカメラマンと、場末の温泉場で出合った中年女との交情が
哀切な「あじさい心中」。
技巧が光る「死に賃」「奈落」「佳人」「ひなまつり」。
短編の第一人者が贈る6つの感動。

学生たちが選んだこの3冊
今回の「書籍紹介」は去る平成22年10月30日（土）に実施された、
学生ボランティアによる本の選書ツアー（紀伊国屋書店 新宿南口
店）において選ばれた図書のうちの一部を紹介します。
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情報メディアセンターからのお知らせ
コンピュータ室の特別開放について
次の通りコンピュータ室の特別開放を実施します。 ノートパソコンやデジタルカメラなど、休業中の機器特別貸出を実施します。希

望者は1/12（水）12:30までに情報メディアセンターに応募してください。（学部、
大学院とも最終学年の学生は対象外）
応募者多数の場合、1/13（木）12:30に情報メディアセンター事務室で抽選を行い
ます。
抽選後、当選者のキャンセルなどで機器に余裕が生じた場合、次の通り2次抽選
を行います。（2次抽選の有無は、1/27（木)15:00までに情報メディアセンターの
ホームページ上でお知らせします）
● 1次抽選に外れた学生の2次抽選：1/28（金）12:30
● 1/12（水）までに応募しなかった学生の2次抽選：1/28（金）12:45
2次抽選以降は台数に余裕がある場合のみ先着順で貸出を行います。（最終学年
でも本学大学院進学予定者には貸出ができます。詳細は情報メディアセンターに
お問合せください。）貸出の際は「情報メディアセンター利用者票」が必要です。い
ずれの場合も返却期限は3/18（金）12:30です。貸出機器の紛失や過失による損傷
の場合は弁償となりますのでご注意ください。

機器の特別貸出について

コンピュータ室特別開放予定
1/18（火）～2/ 3（木）の月～金曜日

1/18（火）～2/ 3（木）の土曜日

2/ 4（金）～3/31（木）の月～金曜日

 9：00～20：00

 9：00～15：00

10：00～16：00

秋学期定期試験が平成23年1月20日（木）より実施されます。
●定期試験の日程は1号館前に掲示されています

以下の7点は特に注意する項目です。試験前にもう1度「試験規程」を読み確認してください（掲示板・履修要
項に記載されています）。なお不正行為は厳正に処罰されます。1回の不正行為のために、卒業が遅れたり、
場合によっては不可能になる可能性もあります。十分に準備をして定期試験に臨むようにしてください。

　試験規程では開始5分前までに着席することとなっています。
試験期間中のみ試験開始5分前に予鈴（チャイム）を鳴らします。
試験開始後の試験場への入室は理由の如何を問わず認められま
せんので十分注意してください。突然の事故による交通機関の
遅れも予想されますので、通学時間に余裕を持って試験に臨んで
ください。なお、試験が受けられなかった場合は、教務1課にて追
試験の手続きをしてください。

試験時間の厳守について
　試験教室では携帯電話等の使用を一切禁止します（時計・電卓
としての使用も禁止）。試験教室では必ず電源を切り机上にも置
かないでください。携帯電話等を見たり触れたりした場合は不
正行為とみなされますので十分注意してください。

携帯電話等の扱いについて

　試験を受験する際は必ず机上に「学生証」を提示しなければな
りません。「学生証」を持っていない場合は受験することができ
ません。当日、「学生証」を忘れた場合は、試験開始時刻前に限り
「定期試験受験許可証」（1,000円／日）を教務1課にて発行します。
現在「学生証」を紛失している学生は、速やかに学生課に届け出て
再発行の手続きを行ってください（当日の再発行はできませんの
で注意してください）。

学生証の提示

試験期間 平成23年1月20日（木）～2月3日（木）

教務部教務１課定期試験の注意事項

定期試験
実施時間割

● 1時限目　10:00～ 11:00
● 2時限目　11:20～ 12:20
● 3時限目　13:00～ 14:00
● 4時限目　14:20～ 15:20
● 5時限目　15:40～ 16:40

試験教室についての注意
履修者多数の科目、簿記Ⅰ/Ⅱ･経済学 B 等は学部や担当
教員別に試験教室を指示しますので、必ず確認してください。

　試験では科目担当教員から指示されたもの（問題用紙に記載）
以外の持込みは不正行為とみなされます。また、ノート・教科書
等のコピー使用については「コピー可」の指示がある場合に限り
持込むことができます（なお、各自がパソコン等で作成したノー
トや資料の持込みについては科目担当教員に確認してくださ
い）。また本学図書館の図書は持込み禁止ですので注意してくだ
さい。

持込み資料について

　答案用紙には必ずボールペンで氏名・学籍番号を記入してくだ
さい。毎年無記名答案が数枚見受けられますが、そうした無記名
答案は無効となります。答案作成の際は最初に学籍番号・氏名等
を必ず記入してください。

氏名等の記入について

　追試験の申請は定期試験を受験できなかった場合に限り、受
付けます。当該科目の定期試験日以前または定期試験日の翌日
から３日以内に、追試験受験料（１単位1,000円）を添えて教務１
課にて申請してください。ただし、やむを得ない事由または証明
書のある場合には受験料は不要となりますので「試験規定第４条
（追試験）」を確認してください。

追試験について

　科目によっては定期試験の代わりに「レポート提出」を課す科
目もあります。提出期限の日時を掲示板にて確認してください。
提出先はセントラル・スクエア1Fインフォメーションです。

レポート提出について

注1） 入学試験や卒業式など大学行事日の開放はありません。
注2） 開放日時は変更になる場合があります。最新の情報は情報

メディアセンターのホームページで確認してください。



秋学期
学友会総会

平成22年度

　一年前、右も左もわからない状態で学友会会長に就任しまし

た。ちょうどその年の4月にゼミナール連合本部の委員長に就

任し、トップとしての仕事をある程度把握していると思ってい

ましたが、学友会ではなかなかうまく統率できなかったという

のが一年間を振り返った率直な感想です。特に学友会総会や研

修会などで述べた14代の活動目標もすべてが目標通りにはな

らず、当初掲げていた半分以下の計画しか達成できませんでし

た。会長は「仕事を振る仕事」をすることと先輩から指導を受け

ていながらも、うまく指示できず計画が達成できない度に悔し

さを感じましたが、一方で自分の力不足の部分でもあり不甲斐

なさも感じました。それでもせっかく会長に就任したのだから

派手さは無くても、着実に堅実に行動していこうと心に決め、

少しずつ役員とのコミュニケーションを図り、組織として体制

を作ってきました。決して完全ではありませんでしたが、組織

の運営の難しさを学べたことは貴重な経験となりました。

　会長就任挨拶から述べてきた競技大会においては春のバレー

ボール大会、秋のフットサル大会ともに大勢の参加者が集まり、

盛大に開催できたことは大変うれしく思います。団体やゼミ生

など異なる集団が一緒になって交流する行事が少ない環境のな

かで、学友会としてこのような企画を大切にしなければいけな

いと感じたと同時に、もっと学生の交流を図っていくべきだと実

感しました。

　私が学友会を運営してこられたのも学友会役員の同期、後輩

のおかげだと思っております。特に各局局長の皆さんには局員

の指導を行っていただきながら、様々な要望にも対応してくれ

たことは感謝という言葉に言い表せないほどです。第14代は本

当に役員あっての学友会だったと思います。本当にありがとう

ございました。

　最後になりますが、大学関係者、学友会員の皆様には一年間

大変ご迷惑をおかけしました。心より感謝の意を込めて挨拶に

代えさせていただきます。ありがとうございました。

10月27日（水）に平成22年度秋学期学友会総会

が行われました。学友会顧問の成田博学長の

挨拶、学友会会長挨拶に続き春学期決算報告、

秋学期予算案、学友会新役員の承認、学友会新

会長就任の挨拶が行われました。

平成二十二年度  秋学期

学友会総会

式次第

一、開会の辞

一、学友会顧問挨拶

一、学友会会長挨拶

一、平成二十二年度春学期決算報告

一、監査報告

一、質疑応答

一、承認

一、平成二十二年度秋学期予算案

一、質疑応答

一、承認

一、学友会新役員紹介

一、承認

一、新会長挨拶

一、閉会の辞

平成22年度  秋学期学友会総会実施報告

学友会活動を振り返って

第 14 代学友会会長

児玉  正徳
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　この度、第15代学友会会長を務めさせてい

ただくことになりました、人間科学部3年の

渡辺一充と申します。

　私には学友会会長という職は荷が重すぎ

るかもしれませんが、任されたからには精一

杯努力したいと思っていますので、ご指導・

ご鞭撻そしてご協力のほどよろしくお願い申

し上げます。

　学友会総会にてお話したことですが、来年

度は本学の美化活動に力をいれ、喫煙所の使

用状況の改善や、クリーンアップ活動の強化

などを推進していきたいと考えています。

　学内は学生が過ごす場であり、学生自身が

きれいな環境を保つことは、当然の義務のよ

うに感じます。学内の清掃は業者の方や、学

生の一部が行っているのみとなっています。

私は本学の全ての学生が学内の美化に対する

意識を高めてくれればと考えています。その

ための活動として、掲示や、クリーンアップ活

動を行う際にする放送で学内の美化を心がけ

るように呼び掛けることなどをしていこうと

考えています。

　最後になりますが、諸先輩方が築き上げて

きた伝統をこれまで以上に発展させるべく、

他の役員と力を合わせて尽力いたします。先

生方、事務局の皆様方、父母の皆様方、各団

体・本部の皆様方、そして学友会会員の皆様、

何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

高千穂大学　学友会
会長

渡辺  一充

　この度、第15代学友会企画局長を務めさせ

ていただくことになりました、経営学部3年の

長濱利泰と申します。

　企画局は新入生を対象としたクラブ紹介、

春秋に行われる競技大会、その他学友会主催

イベントの企画・運営・総括を行っております。

　多くの学生が積極的にイベントに参加でき

るよう学生の声に耳を傾け、それを反映できれ

ばと思います。企画局一同、尽力いたしますの

でよろしくお願いいたします。

副会長兼企画局長

長濱  利泰

　この度、第15会計局局長を務めさせていた

だくことになりました、商学部2年の越石浩嗣

と申します。

　会計局は、学友会の収支処理や決算処理と

いったお金の管理を行っております。その他

にも領収書を整理し、日々の収支を管理しま

す。また、予算折衝を行い、各団体・本部に予

算を振り分ける仕事もしています。入ったば

かりの私が前局長みたいにできるか心配です

が、会計局一同、お金を取り扱う仕事というこ

とを自覚し、責任をもって活動していきます

のでよろしくお願いいたします。会計局長

越石  浩嗣

　この度、第15代広報局局長を務めさせてい

ただくことになりました、経営学部3年の小山

拓也と申します。広報局の大きな仕事として

は、新入生を対象にした本学の部活やサーク

ルなどを紹介する冊子「ENJOY」の作成などが

挙げられます。

　また、来年度からは昨年度から復活した学

友会新聞を発行し、学校行事や各団体の活動

などを掲載していく予定です。さらには、学友

会新聞と併せて学校行事の周知を行っていき

たいと考えております。

広報局長

小山  拓也
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　第15代書記局局長を務めさせていただきま

す、人間科学部３年の大竹麻由と申します。

　書記局の仕事は、学友会本部定例会議の議

事録作成や学友会行事などのポスター掲示、

教室・備品使用申請書の作成・提出を行います。

また、春から秋にかけて行うクリーンアップの

企画・運営を行うことも書記局の仕事です。

　主に雑務が多い局ですが、縁の下の力持ち

として活動しています。

　書記局員と協力し合い、頑張っていきたいと

思いますので、宜しくお願いします。

書記局長

大竹  麻由

この度、第15代会計監査局局長を務めさせ

ていただくことになりました。商学部3年の坂

口美紀と申します。

会計監査局は、各団体・本部の予算の会計

や、決算が正しく行われているかどうか決算

報告書を通して監査するのが主な仕事です。

来年度も正しく決算が行われているかどうか

会計監査局一同、一丸となって決算書類の監

査をしていきたいと考えているので、よろしく

お願いします。

会計監査局長

坂口  美紀

企画局員

大倉  達也

会長

渡辺  一充
副会長

橋本  志穂
副会長

小林  静穂
副会長兼企画局長

長濱  利泰

企画局員

吉井  リエ

企画局員

北村  大輝

企画局員

齊藤  紫
会計局長

越石  浩嗣
会計局員

小林  京介
会計局員

大日方  優
会計局員

富沢  正男

会計監査局長

坂口  美紀
会計監査局員

高橋  宏幸
会計監査局員

大西  洋平
会計監査局員

長倉  里音
広報局長

小山  拓也
広報局員

森  政樹
広報局員

中井  淳

広報局員

平澤  桂介
書記局長

大竹  麻由
書記局員

菊地  真央
書記局員

熊坂  翔
書記局員

平野  智也

第15代  学友会役員
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高千穂祭開催!!
第45回

平成22年10月22日（金）～24日（日）に高千穂祭が開催され

ました。毎年恒例のTAKACHIHO CUPやミス・ミスター高千

穂コンテスト、ふれあい移動動物園はもちろん、男装・女装コ

ンテストやドクターフィッシュなど盛りだくさんのイベント

を開催しました。皆さんのご来場ありがとうございました。

模 擬 店

学 友 会 コ ー ナ ー
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