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コールアカデミーと
新潟の
メサイア
渡辺 行雄

メサイア演奏会
（新潟メサイア合唱協会1980年12月）

新潟大学コールアカデミーというユニークな合唱団があった。どう

昭和40年（1965）、山田先生が文部省に転任となり、後任の音楽

ユニークかと言うと、教育学部音楽科学生と他学部学生、社会人によ

科教官である久住和麿先生がコールアカデミーの指導を担当される

り構成されており、音楽科学生にとっては授業の一部、他の人にとっ

こととなった。指導者交代期、当然ながらコールアカデミーは一時的

ては同好サークルという体制であった。

に低迷するが、久住先生の指導が

この合唱団は昭和26年（1951）に発足（当時は新潟大学グリーク

団員に浸透して行き、演奏活動が

ラブ）したが、その前に理学部講堂（現在の西大畑、附属小中学校の

軌道に乗って行く。さらに、ヨハネ

キャンパス）で合唱をしていた同好グループがあり、この代表者が、

受難曲、マタイ受難曲の山田時代

音楽科の教官山田常三先生に合唱指導を依頼しに訪れた。まあ、学

にはなかった大曲の演奏に成功し

生だからできるいささか無鉄砲な話ではあるが、山田先生は快諾（多

た。これらの演奏には多額の経費

分）された。また、当時解散した放送合唱団や他の団体の社会人がこ

を必要とする。学生と社会人によ

れに参加した。音楽科学生がどの時点でこれに参加したかは不明で

るユニークな体制がこのような活

あるが、恐らく発足2-3年後のことだろう。出席強制ではなく、極力参

動を可能にしたと言えよう。

加の準授業だったようだが、山田先生のご威光もあり、ほぼ全員が参

久住和麿先生
単独の指揮者による43年間のメサイア
演奏は全国で例がない。作曲が専門
で多くの作品があり、県内の多くの校
歌を作曲された。

久住先生は、
昭和43年
（1968）
にメサイア
（ヘンデル）
を演奏された。
こ

加したようだ。音楽科は殆どが女性で、混声合唱ができないために、

の演奏会はこれが契機となり、
コールアカデミーにより10年間継続、
そ

他の男性メンバーを加えての合唱授業という意味もあったと思う。

の後、
先生が主導した新潟メサイア合唱協会に継承され、
先生の御逝去

山田常三先生
久住 先 生のお師匠さん。
「眼で指揮をする」と言わ
しめた独特の指導は合唱
団員を魅了し、お弟子さ
んの集まりでは、種々の
逸話が語られる。

音楽科学生と意欲的なメンバーによる合唱

の年、
平成22年
（2011）
まで44回に亘って演奏が続けられ、
新潟の音楽

のレベルは大変高く、
多くの翻訳物や邦人作

文化に多大に貢献した
（最終年は、
先生の追悼演奏会）
。
先生の特筆すべ

品と共に、テデウム、カルミナブラーナ、森の

き業績である。

歌、
レクイエム
（フォーレ）
、
ロ短調ミサ、
クリス

西大畑にあった教育学部は、昭和56年（1981）に五十嵐キャンパス

マスオラトリオ
（サンサーンス）
、
メサイアなど

に移転した。
これに伴い、
コールアカデミーは社会人を主体とした新潟

新潟では初演となる多くの作品を演奏した。

コールアカデミーと組織改変、さらに

山田先生の独特な雰囲気の合唱指導に魅力

何年後かに別の団体に移行した。

を感ずる団員が多く、最多時100名近いメン

新潟大学において学生と社会人が、

バーが在団していた。
部分的に授業体制では

一方は準授業、
他方は趣味的サークル

あったが、
同好サークル的性格が強く、
合宿を

と立場は異なるが、共に高いレベル

したり、団員親睦の機会もあり、若者の集団

の音楽を目指した合唱団の約30年に

であるから、
多くのカップルが誕生した。

わたる活動を紹介した。
大学の現状を

CONTENTS

みると、今後、このような団体が結成

ⅱ・
・
・
・
・
・
・
・◎学長インタビュー…髙橋 姿
◎平成24年度会計報告 ◎全学同窓会雪華支援事業
（平成25年度）

ⅲ〜ⅴ
・
・
・
・特集 新潟大学〜音楽のあるキャンパス〜
ⅵ
・
・
・
・
・
・
・
・◎校歌だった学生歌 ◎人・まち・文化、
新潟大学
ⅶ・
・
・
・
・
・
・最新研究・Hot Research
◎新潟大学理学部
「未来の科学者を育成する新潟プログラム」
…理学部
◎教育を受ける立場から教育を行う立場へ…
「入門教育実習」
…教育学部

されることはおそらくないだろう。本
稿により、
古き良き時代の学生活動が
記憶に留められれば幸甚である。独
特の体制で多くの愛好者に合唱への
夢を与えたコールアカデミーを創始、
基礎を築いた山田常三先生、それを
更に発展された久住和麿先生
（いずれ
も故人）
に深甚なる感謝を表したい。

新潟メサイア合唱協会会長
富山大学名誉教授
（昭和46年医学部卒）

渡辺 行雄
久住先生と同期に入団、45年間、
コール、メサイアの運営を担当し先
生の演奏活動を支えてきた。合唱
団きっての酒豪との評判。

特集 新潟大学 〜音楽のあるキャンパス〜
― はじ め に 簡 単 な 自 己 紹 介 を

― 今 、大 学 の 抱える大きな 問 題 は 何でしょうか 。

お 願 い いたします。

私は群馬県の出身ですが、
1976年に本学医学部を卒業、
以来40年近くにわたって新潟
大学医学部と医歯学総合病院

髙橋

18歳人口の大幅な減少、大学間競争の激化、競争的

これらは我が国全体が抱える問題ですが、
だからこそ、
してその解決に取り組む必要があると考えています。

て、
新潟大学全体の発展のため努力してまいります。
― 大 学 の 発 展 へ 向 けた 抱 負をお 聞 か せください 。

たいと存じます。ご協力をお願い申し上げます。

繰越金
賦課金
分担金
協賛金
一般広告掲載
カード事業貸付金回収
賛助会費
受取利息
合
計

支出の部

費
目
新潟大学事業共催費
雪華支援事業
学生支援事業特別会計
人件費
事務・通信費
交流会・会議費
旅費
広報紙（雪華）
HP充実費
会員等サービス事業
支部支援経費
郵便口座振替手数料
銀行口座振替手数料
予備費
小
計
剰余金（次年度繰越）
合
計
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実績（円）
7,655,302
270,000
5,000,000
1,890,000
230,000
100,000
5,408,001
948
20,554,251

予算額（円）
1,000,000
3,500,000
3,500,000
1,300,000
1,200,000
1,000,000
100,000
2,000,000
500,000
500,000
210,000
250,000
50,000
6,418,302

実績（円）
565,810
3,000,000
3,500,000
1,297,100
1,141,103
897,336
17,300
1,484,280
42,000
0
0
212,960
44,370
10,000
12,212,259
8,341,992
20,554,251

21,528,302

立当初から現在まで代々受け継がれてきた「全員参
加」
の基本理念があります。多くの学生オーケストラが
けることなくステージ上で演奏することで、切磋琢磨

させることを目指しています。

予算額（円）
7,655,302
270,000
5,000,000
2,400,000
200,000
0
6,000,000
3,000
21,528,302

較しても非常に大きな団体となりました。当団には創

においても同窓生には直接的にも間接的にもご支援

図り、新潟大学の発展のために共に力を尽くしていき

目

150名を超えました。他大学の学生オーケストラと比

「選抜」の制度を取り入れる中、当団では団員全員が欠

国際的視野に立った教育・研究活動を進める大学として成長

費

新潟青陵短期大学からも部員を迎え団員数は総勢

部分が大きいと思います。社会貢献や学生の就職活動

とても頼もしい存在ですので、
これからも一層の連携を

収入の部

なります。4月には新入生の入部もあり、
新潟薬科大学、

各方面における同窓生の活躍によって築かれている

「社会貢献」
という三本の柱を基本として、地域に根ざしながら

平成25年度全学同窓会第1回理事会（6月27日）において24年度一般
会計の監査結果報告が行われました。審議の結果、承認されました。

学 管 弦 楽 部 の 第1回 演 奏 会

新潟大学の評価や存在感は、
教職員・学生はもとより、

をいただいております。同窓会の人的ネットワークは

（平成24年4月1日〜平成25年3月31日）

当団の歴史は新潟医科大

（1927年）に始まり、今年で創立86年に

― 全 学 同 窓 会 に何を期 待されますか 。

“自律と創生”という本学の理念を全うしつつ、
「教育」
・
「研究」
・

平成24年度会計報告

管弦楽団

管理など、
新しい課題が次から次へと押し寄せています。

わってきました。最近の4年間

ましたが、
これからは学長とし

新潟大学

資金の獲得、
国際競争の激化、
自然災害等に対する危機

大学のあり方も厳しく問われており、大学こそが率先

学部の発展に努力してまいり

姿

大学をとりまく環境はますます厳しくなっています。

を中心として教育・研究に携
は医学部長として主として医

キャンパスでは楽器を持ち歩く音楽系サークルの学生の姿をよく見かけます。主なクラシック系の音楽サークルには
50年余の歴史があり、OB・OGとも連携して活発な演奏活動をしています。本号ではその一端をご紹介いたします。

し、
良い演奏を披露することを目的としています。この
理念は、毎年新入生の半数は初心者という当団にとっ
て、
団員の士気を高め、
より良い音楽を作り上げるため
に最も必要といえます。
当団は主にサマーコンサートと定期演奏会の2つの
公演に向けて活動しています。昨年は第50回定期演奏会を行い、一

練習に励むことが出来ました。お客様からも数多くのご好評の言葉を

つの節目となる演奏会となりました。また、すみだトリフォニーホール

いただき、演奏会として大成功を収めることが出来ました。今年はも

にて第7回東京公演も行いました。 う一つの特別公演として7月19日に第11回佐渡公演が行われます。新

全学同窓会雪華支援事業（平成25年度）

東京公演は3年に一度行っており、 体制となって向かえる演奏会ですので団員一同気持ちを新たに取り組
当団の演奏を普段聴く機会のない

皆様からの賛助会費をもとにした公募型の学生・大学支援事業です。
平成25年度は単年度型（A）16件、複数年度型（B）0件を採択し、総額
300万円を助成しました。
平成２５年度
雪華支援事業応募審査評価案

雪 華 支 援 事 業（ A ）

んでおります。

お客様や新潟まで来られないお客

最後になりますが、当団が活動するにあたって大学関係者をはじ

様に向けて演奏することを目的とし

め、
指揮者やトレーナー、大学OB・OGの方々より多大なご指導やご支

ています。普段とは違った環境で

援を受けております。感謝申し上げますと同時に、これからも応援を

演奏することで大いに刺激をうけ、

お願い申し上げます。

（理学部３年 清水川 泉）

基礎スキー部

上位入賞に向けての練習活動の強化

体操競技部

練習設備の強化、装備の補充

陸上競技部

駅伝入賞に向けた選手の強化

合唱団

全国大会出場と各種演奏会に向けた活動の充実

NEXT, Ｆormula Project

全日本学生フォーミュラ大会上位入賞に向けたフォー
ミュラマシン製作

フィールドホッケー部

全国大会上位入賞に向けた道具の補充

たこともありました。様々な人たちとの出逢いと世の変化に

ラグビーフットボール部

全国大会優勝に向けた道具の補充

伴って、近年では団員の家族をはじめ、
このメモリアルオケで

ヨット部

技術向上及び精神の鍛練、全国大会等での上位入賞
を目指す

演奏したいという気持ちで入団してくれたメンバーなどが、

ボート部

技術の向上と全国大会での入賞を目指す

弓道部

練習環境の整備

硬式野球部

関甲新学生野球連盟１部昇格・優勝に向けた更なる技
術向上のための練習環境の整備

糸東流空手道部

各種選手権大会出場の上位入賞に向けての練習効率
の向上

吹奏楽部
卓球部
クラシックギター部

新潟メモリアル
オーケストラ

OBのオーケストラで24年も存続している団体は、全国的に
も数少ないと聞いております。この間、山あり谷あり、様々な
ハードルの連続でした。音楽的な完成度・高いレベルを求め
るがあまり、一時はメンバーが 30人ほどにまで減ってしまっ

新たな顔触れとして加わってくれています。練習環境にも工
夫を加えました。小さな子供を抱えたメンバーの復帰をサ
ポートし、子育てと楽器演奏の両立を考えた練習会場での託
児対応などは、時代のニーズに対応した当団の取り組みの
一つでもあります。

外部講師招致への補助
「新潟大学オープン卓球大会」
の主催、県・市卓球連盟
への協力
50周年の定期演奏会の充実に向けて演奏楽曲の作
成依頼

附属図書館（中央図書館） 中央図書館のインフォメーションラウンジにおける出会い
の空間の整備
ⅱ

小澤征爾指揮のグスタフ・マーラー交響曲第 2番「復活」
との出逢

当団は、入場無料での演奏会を開催しております。演奏曲目もメモ

いから始まりました。
「いつかは
『復活』
を！」
を胸に、卒業生によるオー

リアルらしい選曲と言われるような、チャレンジ精神溢れたものを多

ケストラを創ることを決断してから24年が経ちました。現在も現役学

く演奏してきました。これぞまさにアマチュアのオーケストラであると

生との交流があり、今春から卒業生も加わり、新戦力となります。演奏

評価頂いたこともありました。本年は、9月に第24回定期演奏会（詳

会では多くの現役学生の賛助協力を頂き、私たち社会人も何か忘れ

しくは別表を参照）
を開催致します。どうぞ、
ご来場下さい。

かけていたものを呼び起こされるようで、
こうした刺激も快感です。
ⅲ

（鈴木 理

工学部1989
（平成元）
年卒）
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新潟大学

合唱団

新潟大学

新潟大学

室内合唱団

新 潟 大 学 室 内 合 唱 団（通 称：カンマー

新潟大学

吹奏楽部

クラシックギター部には現在50名

コール）の歴史は、上越にあった教育学部高

以上の部員が在籍しており、年末に開

田 分 校 が 五 十 嵐 に移 転した年 から始まります。

4年生部員は演奏者からは引退します。

楽科の学生に開講されました。

の名島啓太先生にご指導いただいたり、団員内で意見を出し合っ
たり、一つ一つの曲について一人一人が自分の課題を見出して、
より良い音楽を作っていけるように日々切磋琢磨しています。
今年、定期演奏会は50回を迎えます（別表を参照）。定期演奏
会では学生指揮者によるステージや自分たちで考えたオリジナル
ステージなどを例年行っていますが、今回は記念すべき第50回演
奏会ということで記念のステージを行うことにいたしました。作曲
家の相澤直人先生に曲を委嘱し、
その曲を初演させていただくこ

部長

山口 達也（法学部３年）

̶練習について教えてください

現在では、サークルとして、学内

練習は主に五十嵐キャンパス内の音楽練習室で行っています。合

の様々な学部の「合唱好き」の

奏は毎週水・金・土曜日、個人練習やパート練習などは合奏日以外

学生が集まり、日々練習に励ん

の日でも行います。現在当部では常任指揮者として岡田友弘先生を

でいます。

招き、
熱心かつ学生目線の細やかな指導をいただいております。

当団の主な目標は、夏に行わ
れる
「全日本合唱コンクール」
と、
12月に行われる
「定期演奏会」

ストの佐藤弘和先生に作曲していただいた
「陽だまりのキャンパス

の現役部員70名で活動しています。

の一環としても旧教育学部の音

に向けての曲を練習しています。技術向上を目指して常任指揮者

昨年12月の第50回定期演奏会では、50周年記念演奏としてギタリ

同好会として発足し、現在は1〜3年生

歌うことの大好きな学生が集まりました。後に
「合唱実習」
という授業

をしています。私たちは主に全日本合唱コンクールや定期演奏会

当部では大人数による
『合奏』
を中心とした演奏を行っております。

ます。当部は1959年にブラスバンド

一人ひとりが自立して歌い、
すばらしい演奏をしたい」
という志のもと、

３回練習に励んでいます。愉快な仲間たちが増え、
毎回楽しく合唱

励んでおります。クラシックギターは本来『独奏』
をする楽器ですが、

部長の山口達也（法学部3年）
と申し

教授）の箕輪久夫先生を中心として結成されました。
「少人数でも、

私たち新潟大学合唱団は頼もしい新入生を迎え、火・金・土の週

催する定期演奏会に向けて日々練習に

̶吹奏楽部の歴史とメンバー構成を教えて
ください

1980年代初頭、教育学部音楽科の学生と同学部教授（現在は名誉

̶どのような活動をしていますか
指揮者

箕輪久夫先生

当部の活動内容は多岐に及び、教育施設や養護施設への訪問

の2つです。全日本合唱コンクールでは、過去に7回全国大会に出場

演奏、吹奏楽コンクールなどの他、年末には定期演奏会を行います。

しています。定期演奏会では、幅広いジャンルの合唱曲を集め、演

このほか、
夏の合宿や交歓会と呼ばれる県内他大学との演奏交流会

出にも趣向を凝らし、
お越しいただいたすべてのお客様に楽しんで

に参加して、
日々演奏技術の向上に努めております。

いただけるよう団員全員が一丸となって練習・準備に取り組みます。

̶吹奏楽部の魅力についてお聞かせください

2011年に行われました30回記念演奏会では、OB・OGのみなさん

演奏技術について発表できる場があり、
さらに地域や社会に貢献

にも参加いただき、卒団生である作曲家のさとうさおりさんの曲を

できるのも当部の魅力です。様々なイベントや部の運営を通じて、

演奏しました。他にも、
中学校や各種イベントでの訪問演奏も積極的

経歴も趣味嗜好も大きく異なる部員が交流し、各自が自分自身の力

これからの50年への飛躍を祈念しまして、合唱団のOB・OGの方と

に行っています。花見、浜コン、
スキー、旅行など様々なイベントも

を試し、
お互いを高め合っていけることも幸せなことだと思います。

一緒に歌わせていただきます。今年は例年よりも忙しい年になり

企画し、楽しいサークルライフを送っております。合宿では朝から晩

ますが、
団員一同日々の練習を頑張っていきたいと思います。今後

̶最後にひとことお願いします

まで思う存分に歌い、最終夜にはパート対抗のユニークなコンパ芸

長い歴史を持つ当部の定期演奏会も今年で50回目
（詳細は別表

も新潟大学合唱団の活躍を見守っていてください。最後に、12月

が披露されます。30年の歴史の中で、少しずつ形を変えてきている

を参照）
を迎えます。これもひとえに先輩方や地域の方々、学友会

23日、
お時間のある方は是非とも新潟県民会館にお越しいただき

当団ですが、良い演奏をしたいという思いは、今も昔も、そしてこれ

や同窓会の皆様などご支援いただいている皆様のおかげです。ど

私たちの歌声を聴いてください。

からも変わらずにあり続けると思います。

うぞこれからも宜しくお願い致します。

近藤 祐美）

（教育学部４年

寺尾 静香）

〜 Campus of Sunshine 〜」
を演奏し、先生ご本人からも演奏会にて
応援の言葉をいただきました。定期演奏会のほか、
ケアポート砂山
でのすずらんコンサート、
ギターの夕べ、内野文化祭、巻古典ギター
同好会との合同演奏会などの演奏活動をしております。昨年は、
悠久
会長岡支部総会や新潟市南区の重要文化財笹川邸での演奏依頼も
ありました。そのほか、
老人ホームや保育園での演奏もしております。
演奏以外の活動として、新大祭ではカレーライスの模擬店やギ
ターの生演奏を聴くことができるカフェを出店しております。料理大
会や浜コンなどのイベントも企画し、
部員相互の結束を深めています。
今年も定期演奏会を12月に開催いたします
（詳細は別表を参照）
。
年末でお忙しい時期かとは思いますがお時間がありましたら是非
ご来場ください。

とになりました。このステージでは50年間積み上げてきた歴史と、

（教育学部３年

クラシックギター部

（理学部３年 佐藤 開理）

コンサート情報
新潟大学管弦楽団
第35回サマーコンサート

日時：7月5日（土）
18：30開演
会場：りゅーとぴあコンサートホール

第11回佐渡公演

日時：7月19日（土）
開演時間未定
会場：アミューズメント佐渡

第51回定期演奏会

日時：12月13日（土）
18：30開演
会場：りゅーとぴあコンサートホール

新潟メモリアルオーケストラ

新潟大学合唱団

新潟大学室内合唱団

新潟大学吹奏楽部

新潟大学クラシックギター部

第24回定期演奏会

第50回定期演奏会

第33回定期演奏会

第50回定期演奏会

第51回定期演奏会

日時：9月21日（日）
14：00開演予定
会場：りゅーとぴあコンサートホール

日時：12月23日（祝）
14：00開演
会場：新潟県民会館

日時：未定（12月）
会場：未定

日時：12月21日（日）
14：00開演
会場：りゅーとぴあコンサートホール

患者様の癒しのためのコンサート

ⅳ

ⅴ

医歯学総合研究科 産科婦人科 教授

榎本

隆之

私は趣味で我流のピアノを弾きますが、
人前で弾くような代物では

支援の下に赤澤宏平教授とともに開催し、
150人を超える患者様が来

ないと思っていました。阪大病院勤務時代、
ひょんなきっかけで何人

聴してくれました。演奏会のあと
「病気になって辛かったけれども元気

かの入院患者様の前でピアノを弾いた際、
患者様が｢先生ありがとう。

が出ました。これからも演奏会を開いてください。
」
という手紙を患者

抗がん剤の点滴つらかったけれど先生の演奏が聴けてまた頑張る元

様からいただき、本学でも院内コンサートを立ち上げることができて

気がでた。
｣とおっしゃってくださいました。以来、入院中の患者様の

よかったと感じております。現在は病院企画の大きなコンサートを年

癒しになるならと院内コンサートを時々開いておりました。新潟に赴

に数回開催するだけでなく、主に産婦人科に入院中の患者様を対象

任してから内山聖前病院長に患者様の癒しのためにコンサートを開

として、
ヴァイオリンやフルートなどの楽器を演奏する医員や研修医、

きたいとお話ししたところ、
「是非実現できるように考えましょう。
」
と

さらには医学部学生

おっしゃっていただき、
鈴木榮一病院長、
髙橋姿前医学部長
（現学長）

とともにプチコンサー

にも後押ししていただきました。昨年７月に全学同窓会相談役の柳

トを 月 に 一 回 開 き、

本雄司様の多大なご寄付による念願のグランドピアノが新築の外来

「胎教によかった」
「よ

棟のエントランス階に設置されました。新潟日報にも
「大学病院に寄

く眠れた」
「気分が晴

贈されたグランドピアノの音色を確かめる榎本教授」
という記事が写

れた」
という声をいた

真入りで掲載されました。昨年8月26日には
『グランドピアノお披露目

だいております。

コンサート』
、
9月23日には
『アーリーオータムコンサート』
を職員のご
SEKKA 2014;13:1-8

日時：12月27日（土）
18：30開演
会場：新潟市音楽文化会館

昨年 9 月のアーリーオータムコンサート
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校 歌 だった学生歌

最新研究

広報紙「雪華」編集部

学生歌誕生の経緯を知るために新潟大学学報
（以下、
学報）
や
会議資料をひもといた結果、
以下のことを確認いたしました。

校歌として募集
学報第65号（昭和29年5月15日）591頁に「校歌応援歌設
定要項」が掲載されています。
「一、校歌応援歌共歌詞のみを
募集し作曲は特定の専門家または（以下、略）
」とあり、当初は
校歌として公募されたことが伺えます。592頁には「募集要綱」
の詳細が掲載されており、
入選発表は
「昭和二十九年六月三十
日頃本学及び新聞紙上に発表する。」とあります。

学生歌として採用
審査には少々時間を要し、同年10月29日付の第41回評議
会議事録に「学生歌・応援歌について」の項目があり、
「校歌

新 潟 大 学 2014

理学部

新潟大学理学部「未来の科学者を育成する新潟プログラム」

100余編、応援 歌400余編の応募作品のうち、
（ 以下、略）。
学生部長からそれぞれ学生歌、応援歌として採用したいこと、
将来校歌として適当と認められるに至った場合は、それを校
歌として採用したい旨の説明があり、
（以下、略）。」と記録され
ています。学報第70号（同年11月1日）の632頁以降には入選
作が掲載され、前段の説明に「本年五月以来広く本学の内外
から募集中であった校歌応援歌（以下、略）。但し、校歌として
募集したが審査委員会で審査の結果学生歌として採用するこ
とが適当（以下、略）。」とあります。

理学部では平成23年
度から3年間
（独）
科学技

教育学部

術振興機構
（JST）
協定事

教育を受ける立場から教育を行う立場へ…「入門教育実習」

業として
「未来の科学者

「生徒が話しかけてくるのを待っているのではなく、
こちらが

を育成する新潟プログラ

生徒と交流したいという気持ちを生徒に伝えるようにしないと

ム」
を実施しました。この

いけないことがわかった。
（中略）
この実習を通して、教師という

プログラムは、
児童・生徒
▲先取り！科学者の体験

が小学校高学年から大

学生歌を作詞した中村千栄子氏は当時、短大卒業直後で
無名の21歳。学生歌入選を契機に詩作の道へ進み、
後に童謡・
合唱曲・歌曲の分野で数々の作品を残し、
文化庁芸術祭優秀賞
などを受賞されました（本紙第4号を参照）。

仕事に改めて魅力を感じた。
（中略）臨機応変な対応や細やか

開講式

な気配りなど、教師になるには、ただ学力があるだけではなく、

学に入学するまでの間、
理科や数学に興味を持ち続け、
未来の科

人間としてもっと成長しなければならないのだと思った。
」参加

学者を目指して頑張る手助けをするものです。
「先取り！科学者の

学生の
「総まとめレポート」
からの文章です。

体験」
では小学校高学年・中学生とその保護者が対象で科学の各

「入門教育実習」は、学校教員養成課程に所属する1年次生を

分野の実験・実習を体験してもらい、
修了者の認定・優秀者の表

対象とする教育実習カリキュラムです。幼・小・中・特別支援など

彰を行いました。
「基礎科学講座」
では中学生と高校生が対象で

にかかわる年齢層や、授業・学校行事など参加活動の種類に特

前半は科学の色々な分野の研究内容の講義や研究者の体験談

徴づけられた10コースに分かれ、基本3回の実習に参加します。

を聞き、
後半は実際に研究を体験してもらいました。
「科学アドバ
特別
寄稿

〜音楽への想い〜

教育人間科学部（2006年）卒

笛人

①学校における教育活動への参加・観察、
②活動内容、成果

ンスト講座」
では中学生以上、
主に高校生が対象で大学の卒業研

本宮 宏美

のまとめ・発表、③教師になることに向けての自己形成の考察な

究レベルの研究を体験してもらい、
科学基礎講座の受講生と共

どを行います。それらを通して、
「教育を受ける立場から教育を

に最後に研究発表会を行い、
修了者の認定・優秀者の表彰を行い

行う立場」への視点・姿勢の転換を促し、専門教育を受ける準備

̶音楽家を志したきっかけを教えてください

̶どのような音楽家を目指していますか

ました。JST事業としては平成25年度をもって終了しましたが、
受講

生まれつき左足に障害があったため運動ができず「運動が

どんなことがあっても、
それでも明日を生きようとする

できないなら、
音楽をやろう」
という一瞬の思いつきでピアノ

人の心の支えになる音を目指して活動をしています。

した生徒さんや保護者の方々からご好評を戴きましたので、
規模

を始めました。フルートは中学校の吹奏楽部で初めて出逢い、

そのためにこれからも自分の音と正面から向き合い、

一目惚れをしたのがきっかけです。

オトノハコのメンバーとオリジナル曲の製作に力を

̶大学時代はいかがでしたか

入れていきます。

学部を超えて様々な教授・講師陣の先生方、
そしてフルートの

ー今後の活動についてお聞かせください

大師匠に沢山学んだ4年間でした。音楽の大切な基礎力は

今年は8月9日の日本海夕日コンサートでの出演を

異なる「学ぶ存在」
として

もちろん、
演奏者としての高い意識や精神力、
人間力を鍛えて

初め、他にも新潟県のみならず全国各地でライブが

の教員を感じ、考え、日々

頂き、
とことん音楽と自分を対峙させ続けた日々でした。

予定されています。また新潟日報でのコラム連載や

成長しています。

̶演奏の魅力はなんですか

CDリリース、
メディア出演も引き続き継続しています。

なって
「私は今生きている」
と感じます。その瞬間を目の前に

さい。

いるお客様と一緒に共有できるライブという空間が、私に

笛人 本宮宏美

とって最も至福の一時です。

http://otonohako.co.jp/h-motomiya/

学生たちは、子どもから

は縮小しますが、
新潟県・新潟市の教育委員会のご協力を戴きな

先 生と呼 ば れる「教える

がら新潟大学理学部独自のプログラムとして続けていく予定です。

側」に立ち、教員としてふ
るまう経験を積む中で、高

自然環境科学科：湯川靖彦

校生までの「学ぶ側」
とは

▲附属新潟小学校「自然教室」

（『平 成25年 度 新 潟 大 学

詳しくは「笛人 本宮宏美」のホームページをご覧くだ

無心になってフルートに息を吹き込む時、体と楽器が一体と

段階を形成することが目的です。

教育学部「フレンドシップ
事業」
報告書』
より）

ホームページ

教育科学講座：大平淳一
▲基礎科学講座・科学アドバンスト講座

研究発表会

▲中野小屋中学校「1日学校訪問」

私たちが新潟大学を応援しています
秋田組合総合病院、旭カーボン㈱、㈱アステック、㈱アヅマテクノス、ANAクラウンプラザホテル新潟、㈱磯部ハイテック、㈱伊藤商会、
㈱牛木組、㈱宇都宮製作所、エアプラック㈱、金井度量衡㈱、木戸病院、共立印刷㈱、㈱考古堂書店、公認会計士富岡清嗣事務所、㈱コロナ、
（医）沢矯正歯科医院、㈱サンケイ情報ファシリティ、三建設備工業㈱、三幸製菓㈱、
近野茂公認会計士事務所、坂田動物病院、佐藤食品工業㈱、
㈱三條機械製作所、JA新潟厚生連、信楽園病院、新菖工業㈱、㈲信成科学、㈱新宣、㈱シンテック、進展工業㈱、新日本有限責任監査法人新潟事務所、
スズキ商事㈱、㈱スタジオ嶋田、諏訪湖畔病院、高田西城病院、田辺建設㈱、玉源㈱、チサンホテル＆コンファレンスセンター新潟、㈱新潟クボタ、
新潟縣信用組合、新潟信用金庫、新潟税理士法人深滝合同事務所、新潟大学生活協同組合、新潟ダイヤモンド電子㈱、新潟中央青果㈱、
新潟脳外科病院、新潟メスキュード㈱、日東アリマン㈱、日本精機㈱、㈱パイオニア、㈱博進堂、㈱畠山種苗園、㈱ヒウラ、光タクシー㈲、
※

㈱福田組、藤木鉄工㈱、㈱ブルボン、北越紀州製紙㈱、八洲設備工業㈱、有限責任監査法人トーマツ、米沢電気工事㈱、㈱リンコーコーポレーション

※

協賛企業63社（平成26年3月31日現在）

マガジン
ル
ー
メ
全 学 窓 会の
同

※サービスのご利用には、アクセス回線としてＮＴＴのフレッツ回線が必要となります。
フレッツ回線のお申込みがこれからという方は NTT 東日本特約店の当社にて承ります。
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ⅵ

ⅶ

購読希望の方は以下の要領でメールにてお申し込みください。

メールのタイトル

同窓会メルマガ配送希望

メールのあて先

n-zendoso@adm.niigata-u.ac.jp

メールの本文

（携帯電話以外）
●あなたのメールアドレス
（修了）
年と学部
（研究科）
●あなたのお名前 ●卒業
SEKKA 2014;13:1-8

I N F O R M A T I O N

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

新潟大学からのお知らせ

新潟大学全学同窓会からのお知らせ

新潟大学の学生たちが大きな舞台で躍動！
！

新潟大学・全学同窓会交流会・
記念講演会及び懇親会

本学学生が各種大会に出場し、
素晴らしい活躍をしています。
チェコで行われる世界大学オリエンテーリング選手権の日本代表

●日時：平成２６年１０月１１日（土）
●場所：ANAクラウンプラザホテル新潟（新潟市中央区万代5-11-20）

に選ばれました。

【 記念講演会】

オリエンテーリング部の髙橋祐貴さん（自然研院生）が、8月に

また、アーチェリー部が、北
信越大会において上位入賞を
収め、男女の各代表選手が6月
21、22日開催の全日本学生アー
チェリー王座決定戦へ出場する
ことになりました。
この他にも優秀な成績を挙げている学生や団体がたくさんあ
りますので、同窓生の皆様の熱い応援をよろしくお願いします。
こうした学生の活躍の情報は、
大学ホームページのトップにある
「新大生の活躍」からご覧いただくことができます。
「新大生の活躍」U RL

http://www.niigata-u.ac.jp/c_activty2014/

季刊広報誌
『六花』
を無料送付しています
新潟大学では、大学の魅力を広く発信するため、季刊広報誌
「六花」を年4回発行しています。新潟大学での研究、特色ある
教育プログラム、医療活動、地域との連携、学生の活躍などの
他、
名誉教授と卒業生

15：00〜17：00［入場無料］
「いのちの落語−笑いは最高の抗がん剤」(仮題)
講師／

口 強氏

(全日本社会人落語協会

副会長)

●プロフィール●
1952年
（昭和27年）
兵庫県生まれ。1975年
（昭和
50年）新潟大学人文学部法学科卒。同年、東レ㈱
入社。2004年（平成16年）がん治療の強い後遺症
のため、
自らの意思で東レ㈱を退職。現在は、
執筆
活動と著作に関連する講演活動を行う。2011年、
社会に感動を与えた市民に贈られる
「シチズン・オ
ブ・ザ・イヤー」
受賞。いのちの落語家・作家。

講演内容
今、二人に一人ががんになり三人に一人ががんで命を終える時代です。
あなたや家族ががんに出会ったら、それをどう乗り越えて生きていきます
か。3年生存率５％のがんに出会い、治療の大きな後遺症を抱えながらも
生き抜いてきた 口 強が、自ら創作した「いのちの落語」の笑いに載せて
生きる希望と勇気を語ります。
「笑いは最高の抗がん剤」、
「生きてるだけで
金メダル」を実感してください。

【 懇親会】

17：30〜19：30［会費／ 5000円
（予定）］
●インフォメーション

との対談コーナーな
ど盛り沢山な内容を

【講演会・懇親会の申込方法】

タイムリーにお伝えし

講演会、
懇親会別に参加希望を明記し、
郵送・FAX・メールで全学同窓
会事務局へお申し込みください。いずれの会も新潟大学関係者以外の
方でも参加できます。

ています。
「六花」の無料送付

※参加申込みの詳細についてはホームページの中でご案内する予定です。

を希望される同窓生

締め切り：９月30日（火）

の方はメールにお名
前、住 所（送 付 先）、
電 話 番 号 、卒 業 年 度・学 部 名を明 記 の上 、広 報 センター
（rikka@adm.niigata-u.ac.jp）までお申込みください。

公式Facebookページを開設しました
日常のトピックのほか、四季折々のキャンパス内の風景など
新潟大学をもっと身近に感じていただけるコンテンツを発信
していきます。ホームページのトップにある以下のバナーを

申 込 先：新潟大学全学同窓会事務局
〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地
☎ 025-262-7891
FAX 025-262-7892
Eメール dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp

「新潟大学カード」入会のご案内
●新潟大学全学同窓会では、
新潟大学の
発展を支援し、
同窓会員へのサービスと
連携を深める目的で、
三菱 UFJニコスと提携
して「新潟大学カード」

無料

クリックしてください。多くの皆様の「いいね！」をよろしく

を発行しています。

お願いします。

この機に是非ともご入会を！

新潟大学 Facebook

新潟大学全学同窓会
事務局：〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地
TEL 025-262-7891 FAX 025-262-7892
E-mail dosojimu@adm.niigata-u.ac.jp
http://www.niigata-u.ac.jp/dousoukai/
SEKKA 2014;13:1-8

見本

入会費
・
年会費

※詳しくはホームページ
h t t p : / / w w w . n i i g a t a - u . a c . j p / d o u s o u k a i / c a r d / をご覧ください。

運営委員会広報部より：学生の演奏を聴いたことはありますか？日々の
練習に励み、
ようやく迎える緊張の舞台。難しい楽曲では時に小さなミスも
あり、聴いている私たちも少しハラハラします。しかし、演奏を終えた後の
緊張から解放された笑顔の数々。充実感、達成感が聴衆にも伝わり、
プロ
の演奏では決して味わえない、
さわやかな感動があります。機会があれば
是非、後輩たちの演奏会に足を運んでみてください。

