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7 月 27 日、オープンキャンパスを開催
本学部には 1,206 名の参加がありました。

たくさんの方にご来場いただきありがとうござ
いました。

コース単位などでの展示でもたくさんの参加が
ありました。

学生の皆さんの協力にも感謝します。
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オープンキャンパスに学生委員として参加して
こども発達コース 2 年次 大賀 千聡
今回初め て
学生協議会 と
してオープ ン
キャンパス に
参加し、高 校
生や保護者 の
方々の案内 や
質問等にお 答
えするという活動を行いました。このオープンキ
ャンパスでは、構内は複雑な構造をしており、各
コースのブース同士が離れているため、現在地が
分からなくなっている方や、構内を迷っている方
が多いように感じました。今回は 3 号館 1 階で総
合案内を行っていましたが、キャンパス内を見回
りし、困っている方がいたら声をかけ、案内をす
る学生を募ったり、構内に「ここは○○です」など
といった現在地を示す張り紙を増やしたり、など
の対策が必要となると感じました。そうすること
でより多くの参加者と関わることができ、秋田大
学の良さを存分に伝えられる機会がより増えるの
ではないか、と考えます。
また、今回参加したことで学生協議会の必要性
やオープンキャンパスの重要性を再認識すること
ができました。学生協議会は、主に案内を行って
いましたが、その他のご質問・ご要望も多く、時に
は近くの教員らに手を差し伸べてもらうなど、自
分たちでは対応しきれない場面も多々ありました。
そのため、今後も案内を始め、総合的な活動を続
けていくことが必要である、と考えます。また、こ
のオープンキャンパスを通して、志望校を決定す
る学生も多く、この機会を存分に生かすことが大
学のためにも重要となる。そのため、参加してく
れた学生や保護者への支援をより手厚くし、サポ
ーターを充実させることも重要であると感じまし
た。

オープンキャンパスを終えて、自分の拙い点は
多々あったが、参加した高校生や保護者の方々か
ら感謝の思いを伝えていただけたことが何よりも
達成感として残りました。オープンキャンパスに
携わり、活動できたことで多くのことを学べ、感
じることができ、自分自身楽しみながら活動でき
たので良かったです。
国際文化コース 2 年次 鈴木 進之介
学生協議会の一員としてオープンキャンパスに
運営側の立場で参加してみて、有意義な時間を過
ごせたと感じました。教育文化学部の総合受付の
役割を担いましたが、私たちでも迷ってしまうこ
とがあるくらい複雑なキャンパスなので、主な活
動は施設やブースの案内でした。私が初めて訪れ
たときに迷って不安になった経験があったので、
高校生や保護者の方々の気持ちに寄り添って対応
することができたと思います。
遠くのほうへの案内は大変でしたが、高校生た
ちから話を聞ける貴重な時間でもありました。来
てくれた理由や進路など、当たり前ですが各々が
違った考えを持っていてこちらが学べることもあ
りました。このような機会はなかなかなかったの
で新鮮でした。短いながらも相談に乗ってあげた
りすることもできたので、高校生たちに得られる
ものを与えられたのではないかなと嬉しく思いま
す。また、教育文化学部や自分のコースについて
アピールすることもできたので、少しでも興味を
持ってくれていたり、印象が残っていたりしたら
幸いです。
混雑していた時の
誘導や私たちへのサ
ポートなど先輩方か
ら学ばせていただい
たことも多々あり、感
謝と尊敬の気持ちで
いっぱいです。初めの
方は戸惑いや緊張で
硬くなっていました
が、優しく教えてくだ
さったり、仲間同士で
助け合ったりしてやりきることができました。活
動している中で、待機場所の確保や案内で分かり
にくい場面など現場にいないと気付けないことが
あり、まだまだ改善の余地があると感じました。
今回のような経験を生かすためにも積極的に新し
いことなどに挑戦しようと思わせてくれる一日と
なりました。
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車椅子バスケットボール U23 強化育成合宿

7 月 30 日(火)～8 月 3 日(土)に東京都品川区に
ある日本財団パラアリーナで車椅子バスケットボ
ール U23 の強化育成合宿が行われました。U23 の
合宿は年に 3 回行われており、そのうちの一つで
す。今回の合宿の目的は 11 月に北九州で行われる
国際大会のメンバーの選出と選手のレベルアップ
のために行われました。個人の目標としては久し
ぶりの合宿だったので周りの選手と自分との差を
知ると共に、自分が今できるプレーを最大限発揮
することです。1 日目は午前中、会場へ移動し、午
後からは軽めのトレーニングを行いました。2 日
目から 4 日目は本格的にトレーニングに入り、午
前中 2 時間、午後 2 時間半、夜 1 時間半の 3 部練
習でした。最終日は午前中に試合を行い、午後に
解散となりました。練習の内容は動きのタイム計
測や戦術についての確認がメインでした。今回の
合宿の感想は前回から自分のレベルアップも感じ
られていましたが、他の選手もレベルアップして
いたので、自分ももっと練習を重ねてうまくなり
たいと思うような刺激をもらえる合宿でした。ま
た、コート内外で選手間のコミュニケーションを
いつもの合宿よりもとれたので、その点において
も様々な刺激をもらえる合宿でした。また、目標

地域社会コース 3 年次 山崎 泰誠
をたてたように声を出してチームを盛り立てつつ、
自分のできるプレーを最大限発揮できた合宿にな
ったので今回の経験を生かして今後に生かしてい
きたいと思います。
これからの目標は、様々な大会や合宿が続くの
でそれぞれ良い結果が残せるようにチームに貢献
できるようなプレーをしていきたいです。そのた
めに、今回の合宿で見つかった課題を 1 つ 1 つ克
服してより高いレベルでプレーできるようにした
いです。そして将来、日本代表に選出されて世界
選手権やパラリンピックに出られるような選手に
なりたいです。また、現
在所属しているチーム
では、メンバーの年齢
が高齢化と同時に少な
くなってきていて思う
ような練習、プレーが
できていないのが現状
なので、もっと車椅子
バスケットボールを秋
田で普及させていきた
いです。
チームの試合の様子

8 月 25 日、秋田大学創立７０周年
記念シンポジウムを開催
8 月 25 日（日）
、秋田キャッスルホテルにて、
「秋田大学のさらなるステイタスアップを目指し
て～高校生の夢を育む秋田大学の未来像～」と題
したシンポジウムが行われ、県内の高校生を中心
に 300 名ほどが参加しました。
1949 年に新制国立大学が発足しますが、その
時に秋田大学も誕生して今年が 70 周年となりま
す。秋田高校出身の豊島近教授からの講演の後、
パネルディスカッションでは、高校生 5 名から出
された疑問
や要望に対
して、学長、
各学部長や
フロアから
の発言も交
え、活発な意
見交換が行
われました。
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8 月 20 日、附属特別支援学校「夏のセミナー」を開催
教職実践専攻発達教育・特別支援教育コース２年次 相原 淳（附属特別支援学校教諭）
第２部は講演とシンポジウムが行われました。
講演は、ダウン症のイケメンとして幅広くタレン
ト活動をしているあべけん太さんによる「今日も
一日楽しかった～ダウン症のイケメンの毎日～」
という演題で行われました。けん太さんが生まれ
てからこれまでの生き様、けん太さんが様々なこ
とに挑戦している姿と、お父様をはじめとする御
家族や周りの人々の温かいサポートなどの語りに
会場は笑顔に包まれ、たくさんの元気と勇気をい
ただきました。

８月２０日、附属特別支援学校公開研究協議会
Ⅰ「夏のセミナー」が手形キャンパスを会場に行
われました。このセミナーは、本校の研究テーマ
である「児童生徒の生涯学習力を高める」ため、学
校のみならず、本人・保護者、関係機関とともに考
えていくきっかけにするため、従来の公開研究協
議会とは異なる新たなスタイルでの開催となりま
した。
第１部のポスター発表では、秋田県内の学校や
ＮＰＯから特別支援教育に関する１８本の発表が
行われまし
た。私自身、
教職大学院
で学んだ理
論をもとに、
今年度所属
校で実践し
ている「知的
障害特別支
援学校における学びの PDCA サイクルの確立を目
指して〜授業における生徒の自己評価の検討を通
して〜」のテーマで発表しました。参観者からた
くさんのご質問・ご意見をいただき、今後、実践を
さらに深めていくための示唆を得ることができま
した。

また、シンポジウムでは「ぼくたちわたしたち
の生涯学習って？」と題し、障がいのある人の生
涯学習について、当事者（本校卒業生）
、教育、福
祉等の関係者、本学の原義彦教授らによる意見交
換が行われました。ここでも、障がいのある人々
の生涯学習を進めていく上での貴重な意見をいた
だきました。
今回のセミナーでは、生涯学習を学校だけで考
えるのではなく、当事者である本人を含め、関係
する全員で考えていこうという意識を共有するこ
とができたと感じています。その中で我々教員は、
子どもたちが生涯にわたって学び続けるために、
今、学校教育で何が必要なのかということを意識
しながら、日々の教育活動に当たっていきたいと
感じた夏休み最終日でした。

あべけん太氏とお父様の意見交換
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英語教育コースでの学び
英語教育コース２年次 佐藤 栞夏
私は、秋田大学の英語教育コースに所属し、小
学校の先生や、中学校と高校における英語の先生
になるための免許を取得し、将来教師として働く
ために、仲間とともに日々勉学やボランティア活
動に励んでいます。この英語教育コースの特徴を
紹介します。
私が考える英語教育コースの特徴の一つとして、
各学年の人数が少なく、先生方の手厚い指導を受
けることが出来る点があります。１学年約 10 名に
対して、英語教育コースに所属している先生は５
名です。個人面談では、２人の学生に対して１人
の先生に担当してい頂くことができ、学校生活や
学習について、将来の進路について相談にのって
頂いています。加えて、興味があることに関して
相談すると、本を紹介して頂いたり、助言を頂い
たりすることもあります。また、面談の担当の先
生ではなくても、研究室に行き、質問したり、時に
は議論したりすることもあり、様々な意見や経験
談を聞くことができます。
ただ単に少人数であるゆえに先生方と学生の距
離が近いのではありません。春に行なわれる新入
生歓迎会や冬に行なわれる卒業生を送る会にも積
極的に参加してくださいます。そこで英語教育に
ついてお話しすることはもちろんですが、それだ
けでなく、先生方の学生時代の面白いお話を聞か
せていただいたり、私たちの生活を心配してくだ
さったりする先生もいます。先生から積極的に話
しかけてくださり、師弟間のコミュニケーション
を図ることができていると思います。
以上のように、英語教育コースでは、個性豊か
な先生方に囲まれて、充実した学生生活を送るこ
とができます。この点がこのコースの魅力の一つ
だと考えます。

学生が将来、小・中・高校の教師になることをめざ
してみんなで日々勉学に励んでいます。
英語教育コースの魅力は何か、と聞かれたとき
に真っ先に思い浮かぶのは「学年の枠を超えて学
生同士の距離が近いこと」です。一学年の人数が
10 人程度、二年生から入ってくる教育実践コース
の学生を含めても 15 名前後ということもあり、横
のつながりがせまいと感じるかもしれませんが、
それを気にすることのないくらい縦のつながりに
は強いものがあると思います。一年生の入学した
時点から英語科研究室に配属されているため、先
輩や後輩とコミュニケーションをとる機会が多く
あります。さらに、
「秋大祭」への参加はもちろん
のこと、年二回企画される「英研祭」などのイベン
トも定期的に開かれるため、コース全体の親睦を
図る機会が多くあります。
少人数構成で縦のつながりの強いことは、各々
の学習面でも大きな力を発揮します。授業課題に
取り組むときや何か困ったことがあったとき、み
んなで協力したり、意見を出し合ったり、情報を
共有し合ったりすることができます。また、先輩
方は優しい方ばかりのため困ったことがあれば、
相談に乗ってくれます。私もこの一年半ほどの短
い間で、いろいろな先輩方に助けられ、お世話に
なってきました。最近では、教育実習に向けて授
業計画の立て方、授業構成などについて悩んでい
た際にたくさんのアドバイスを頂きました。また、
英語を専攻していることもあって「留学」につい
て興味を持つ学生も少なくありません。有難いこ
とに、英語教育コースには留学経験した先輩方も
たくさんいるため、相談したり、体験を通したア
ドバイスをもらったりする機会も得られます。
このように英語教育コースは他の学部やコース
には見られないような、少人数ならではの良さを
感じられます。コース全体が一つになって日々の
生活が送れること、活動ができることは最大の魅
力ではないかと思います。

英語教育コース 2 年次 佐藤 史苑
私は英語教育コースに所属しています。このコ
ースでは、英語科教師になるための学習を専門的
に取り組めるコースです。そのため、ほとんどの
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【研究紹介】

「メロドラマ」とは何か ― 映画ジャンルからモードへ ―

「メロドラマ」という言葉には一般的に否定的
なイメージがつきまとっています。たとえば、
「お
涙頂戴」
「通俗的」
「情緒的」
「ご都合主義的」など
といった形容詞句と結びつけられ、侮蔑と嘲笑の
対象となったりもします。その一方で、良質の「メ
ロドラマ」を見た時、私たちは情動を揺さぶられ、
思わず涙することがあるのも確かです。普段私た
ちがどんなに軽蔑するふりをしていたとしても、
日常生活のなかで乾きかさついた心を潤したいと
いう私たちの無意識は常に「メロドラマ」を求め
ている、とでも言うかのようです。
1960 年代末、映画研究が大学などのアカデミズ
ムの内部に浸透し、
「真面目な」学問として認知さ
れ始めた頃から、
「メロドラマ」は、
「フィルム・ノ
ワール」というジャンル同様、真剣な調査と考察
に値する重要な研究対象になりました。それは、
物語を語るための重要な形式として、アメリカ映
画史の初期から連綿と引き継がれてきたものだと
考えられ、その歴史や構造を明らかにするための
多くの努力がなされてきました。たとえば、サイ
レント時代に作られた D.W.グリフィス監督の『散
り行く花』
（1919）や F.W.ムルナウ監督の『サンラ
イズ』
（1927）はこの時代を代表するメロドラマと
見なされるようになりましたし、1930～40 年代に
は「女性映画」というカテゴリーの中に含まれる
こともあった『ステラ・ダラス』
（1937）や『情熱
の航路』
（1942）などもメロドラマの傑作とされた
りしました。一方で、1940～50 年代に流行したア
クション・スリラーものや犯罪ものは、のちに「フ
ィルム・ノワール」という批評的カテゴリーで呼
ばれるようになるものの、製作当時の業界内部で
は「メロドラマ（メラー）
」というラベル名をつけ
られていたということも明らかになりました。
その中でも「究極のメロドラマ」とされたのが、
1950 年代に一貫した主題とスタイルのもとで製作
された「ファミリー・メロドラマ」と呼ばれる作品
群でした。主に中流階級の裕福な家庭内で起こる
葛藤や対立が題材で、主人公は様々に起こる問題
によって常に「犠牲者」の立場に置かれ、観客の同
情と共感を誘うように仕向けられます。そして悲
劇的な要素を含みながら、最後には解決不可能に
思われた困難がなぜか一瞬にして雲散霧消してし
まう非現実的で唐突な「ハッピー・エンディング」
で締めくくられるという特徴がありました。
1950 年代の「ファミリー・メロドラマ」を演出
した監督の中でも、特にそのスタイルにおいて際
立っていたのがダグラス・サークでした。デトレ
フ・ジールクというドイツ名を持つ彼は、既にド

国際文化講座 中尾 信一
イツ時代から舞台演出家や映画監督として名を挙
げていましたが、1930 年代末にナチスから逃れて
合衆国に亡命します。そして 1950 年代にユニヴァ
ーサルと専属契約を結んだ後、後世に残る一連の
「ファミリー・メロドラマ」を演出します。これら
の作品群においてサークが自覚的に用いた演出ス
タイルこそが、
「メロドラマ」というジャンル全体
の典型とされたのでした。演技・画面構成・美術セ
ット・小道具・音楽などの様々な点において、
「過
剰さ」を特徴とするそのスタイルは、単なる表現
のための技法というだけでなく、そのスタイルそ
のものによって、物語の中で描かれた当時のアメ
リカ中産階級家庭のブルジョワ的・父権的価値観
の矛盾と限界を露呈させ、そのイデオロギーを批
判しているという評価を受けました。
彼の代表作である『天の許し給うものすべて』
（1955）を例にとって具体的に見てみましょう。
中流階級の未亡人とその家で庭木の手入れの仕事
をしていた庭師の男性との「許されざる恋」の物
語です。現在よりも階級差がより意識されていた
この時代において、彼らの関係は、特に女性が属
しているコミュニティにおいて、いわゆる「身分
違い」の恋愛とみなされます。さらに彼らの交際
は、この女性の二人の子どもたちによっても反発
を受けます。女性は子供たちのためにとやむなく
庭師と別れ、状況によってその願望が挫折させら
れる「犠牲者」となります。しかし、ありえない偶
然が何度も重なって起こる結末では、結局二人は
もう一度結ばれることになります。このようにプ
ロットだけ説明してしまうと、典型的なメロドラ
マ以外のものではないように思えるのですが、彼
女を非難する中産階級のコミュニティの偏狭な価
値観に対する批判が随所に見られるという点が、
サークならではの切り口ということになります。
さらに、鏡などの反射物に映る女性が何度となく
映し出されますが、それらは抑圧を受けて絶望の
淵に追いやられた女性の歪んだ自画像であるかの
ように思えます。下の写真は、庭師の男性が女性
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と一緒に暮らすために改築した山小屋の中で、二
人が愛を語り合う場面です。雪が降り積もってい
る外の景色は印象的な暗く深い青色で染められて
おり、一方で、写真には写っていませんが、室内で
は暖炉の火が焚かれており、温かみのある赤色に
よって周囲が色づけられています。二人の向こう
側に見えるガラス窓は床から天井に届くほど巨大
で、二人を外界の脅威から守っていると同時に二
人の言動すべてを監視してもいるかのようです。
このような現実的な「もっともらしさ」を逸脱し
た「過剰」な色彩や舞台装置の設定は、それまで抑
えてきた感情の爆発という内面を表わすのにふさ
わしい劇的な演出法となっていて、サーク的なメ
ロドラマのエッセンスであると言えるでしょう。
さて、このように様々に存在する映画ジャンル
の一つとしてとらえられてきた「メロドラマ」で
したが、歴史的には映画に先行してその語が用い
られてきた演劇や文学の領域におけるメロドラマ
研究をきっかけに、やがてそれは特定のジャンル・
スタイル・時代・地域性を越えて遍在するある種
の「感性」のようなものだと認識されるようにな
っていきました。つまり、近代以降の神なき世俗
的な世界においては、日常生活での様々な経験に
独自に意味をもたらしてくれるような倫理的・美
的なシステムが新たに必要とされたのですが、
「メ
ロドラマ」は観客に感情移入と同一化を促すその
特有な形式によって、善悪や美醜に関わる明確な

価値観を劇的に表現するための「モード」と考え
られるようになったのです。
「モード」としての「メ
ロドラマ」は、様々なジャンルを横断してその種
の「感性」を広く行きわたらせています。たとえ
ば、アクション映画や西部劇などにもメロドラマ
的なモードを認めることができますし、とかく「女
性的なもの」と見なされがちではあるものの、男
性を主人公とする「男性メロドラマ」と認知され
るものもあるということがわかってきました。さ
らにそれはハリウッド映画だけに存在するもので
はなく、インド・中国・韓国・日本などのアジア地
域やラテン・アメリカ諸国の映画にも、それぞれ
の地域の歴史的・文化的特性という個別性を主張
しながら遍在しています。
近代以降の様々な物語形式に通底する「モード」
として強い影響力を持ってきた「メロドラマ」は、
解決不可能な現実の問題を想像的・劇的な形式に
よって解決したいという私たちの原初的な欲求に
対して、それぞれの歴史的特殊性を通じて応答す
るという意味での「普遍性」を帯びていると言っ
てもいいかもしれません。こうして私たちは、た
とえ「メロドラマ」的なものから遠く離れている
と信じていたとしても、
「メロドラマ」的な感性は
常に私たちをとらえ、容易にそこから逃れること
はできず、それに触れてしまった時、不意打ちの
ような涙に襲われることになるのかもしれません。
【学部ＨＰから転載】

竿灯まつり 8 月 4 日に附属特別支援学校が参加
8 月 3 日から 6 日まで竿灯まつりが開催されま
した。全日にわたり秋田大学竿灯会は参加してい
るのですが、4 日の 1 日間は、附属特別支援学校
も竿灯会のあとに続く形で参加させてもらってい
ます。

竿灯の差し手も、お囃子（笛や太鼓）も素晴ら
しいものでした。風が強くて、竿灯が倒れる場面
もありましたが、全国から来た観光客のみなさん
はそれも含めて楽しんで帰られたのではないでし
ょうか。上の写真では、竿灯会でパターソン先生
が太鼓を叩いています。
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令和元年度

第１回ＦＤ・ＳＤフォーラム報告

令和元年８月５日（月）14 時 30 分から 15 時 30
分に、令和元年度第１回ＦＤ・ＳＤフォーラム「学
生理解と学生支援～障害学生支援、学生支援・学
生相談について～」を開催いたしました。
昨年度の本フォーラムでは「学生理解と学生支
援～今日的課題と学生支援のあり方について～」
と題して、学生理解、学生支援の基礎的理解を深
める内容でしたが、今年度はいわばその内容を受
けて、より具体的、実践的な内容となるように企
画しました。
今回は、本学の学生支援・学生相談を担当して
おります、秋田大学学生支援総合センターで学生
特別支援コーディネーターを務めていらっしゃる
伊藤麻里氏、学生支援総合センター学生サポート
ルームで学生支援コーディネーターを務めていら
っしゃる佐藤昭氏から、学生理解と学生支援の在
り方について、本学、本学部の実情や実態をふま
えてお話をい
ただきました。
伊藤麻里氏
からは、学生
特別支援コー
ディネーター
の立場から、
障害者差別解
消法の趣旨を
ふまえた本学

ＦＤ推進委員会委員長 小池 孝範
の具体的取り組みについてお話しいただきました。
その際、法律が求める「合理的配慮」が、定型化さ
れたものではなく、学生を中心に関係者間の対話・
合意・納得を基本とすることの重要性を、実践例
を交えながら紹介いただきました。
佐藤昭氏からは、学生支援コーディネーターの
立場から、学生支援においては支援する側・され
る側双方が孤立しない／させないように、
「気づき」
「繋ぎ」「見守
り」の視点をも
った学内連携
が不可欠であ
ること、その
際、適応支援の
姿勢が重要で
あることを、具
体的な事例を
もとにお話し
いただきました。
お話の後、質疑応答が行われ、学生対応の在り
方について活発な意見交換がなされました。
学期末の忙しい時期にもかかわらず、45 名の教
職員に参加いただき、教職員の皆様の学生に対す
る強い思いが感じられる会となりました。
【文責：小池 孝範】

教育文化学部助成金を創設します
秋田大学教育文化学部では、令和元年度から学
生に対する助成金制度を実施します。本制度は、
秋田師範学校校友団からいただいた奨学寄附金を
原資としています。

教育文化学部学生または教
育学研究科院生がブロック単
位以上の規模で組織された学
会で発表を行う場合に、１回に

教育学研究科入学金助成
令和２年度教員採用候補者選考試験に合格し、
名簿搭載猶予制度を利用して教育学研究科に入学
する教育文化学部卒業生を対象に入学金相当額を
助成します。
また、附属学校内地研修員制度を利用して入学
する附属学校教員に対して入学金相当額を助成し
ます。いずれも、助成は初年度限りです。

学会発表への助成

つき以下の金額を助成します。
ただし、秋田県で開催される場
合は除きます。なお，学会発表
終了後には報告書を提出して
いただきます。
(1) 東北地区で開催される場合 １万円
(2)

(1)以外の国内で開催される場合 ２万円

(3) 海外で開催される場合
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5 万円

寄宿舎と学生寮－学部の歴史をたどる⑮
明治時代、師範学校の発足時、交通手段もあま
りなかったわけですので、男子師範と女子師範、
それぞれに、ほぼ全員が学校に隣接する寮で生活
を送ることになります。中通時代は、男子と女子
の寄宿舎は塀一つで隣接していたようです。
当初は寄宿舎と呼ばれます。軍隊式の生活が強
制されたことは以前に触れました。当初、一室に 8
人から 10 人で、1 年生から 4 年生までが同室とな
り、室長が責任者になります。上級生が下級生を
指導していました。それを教員である舎監が管理
します。朝 5 時（または 6 時）起床、夜 10 時の消
灯まで軍隊ラッパによって統制されていました。
女子師範は大正時代には生徒が増えて、秋田市内
に両親・近親者がある者は通学が許可され、通学
者が 2～3 割くらいになります。女子の寄宿舎では
朝 6 時起床、夜 9 時就寝、門限は夏 5 時、冬 4 時
でした。
1929 年 2 月 9 日、手形時代の男子師範の寄宿舎
で火災が起き、死者 1 名、負傷者 6 名を出します。
その後、校舎、寄宿舎は保戸野に移りました。校舎
は鉄筋コンクリート造りでしたが、寄宿舎は急ご
しらえの寄せ集めの木造でした。男子師範でも、
通学可能な者（汽車を含む）には通学を認めるな
ど、制度の変化が見られます。
戦後は学生の自治意識、政治意識の高まりの中
で、寄宿舎は学寮と呼ばれるようになり、舎監に
よる統制ではなく、寮生による自治寮として運営
されます。1962 年には女子の明和寮が中通から手
形へ、新築された木造モルタル 2 階建ての建物に
移り、1965 年には男子の啓明寮が保戸野に鉄筋コ
ンクリート 3 階建てで新築されました。現在、附
属小学校があるところにありました。
啓明寮は 1995 年 3 月に廃止されます。30 年が
経って老朽化が進んでいたこと、時代が変わり寮
を希望する人が減ったこと（集団生活、上下関係
の忌避など）も影響したでしょう。
旧工学資源学部（旧鉱山学部・秋田鉱山専門学
校）の男子寮北光寮がありましたが、今は取り壊
されて、その土地に西谷地寮が建っています。

1973 年当時の啓明寮

想い出の啓明寮
秋田県教育庁総務課 和田 聡
（1990 年 3 月教育学部中学校課程社会科卒業、
1990 年 4 月秋田県庁入庁、
2018 年 8 月から県庁同窓会代表幹事）
教育学部（当時）には、かつて男子寮「啓明寮」
が現在の附属小学校の地にありました。資料によ
ると、1965 年 3 月に新築され、1995 年 3 月に廃止
されています。建物は 3 階建で居室は 40 以上、共
有部分では談話室、浴場、トイレ、洗面・洗濯室、
食堂、放送室（公衆電話、掲示板もあり）
、放送室
隣の小部屋（ゲストルーム？実情は麻雀部屋）な
どがありました。
私は、1986 年度の入学で卒業まで約 4 年間お世
話になりました。当時、築 20 年くらいなのですが、
外観は“お化け屋敷”のようで、寮生はわずか 20
名程度でした。もともとは２人部屋の設計で、引
き戸のドアを開けると、備付物品が左右対称で、
置かれていました。部屋数よりも寮生が少なかっ
たため、一人一室制となっており、寮生によって
は、空き部屋を勝手に洗濯干し用や倉庫にしたり、
備付備品をすべて空き部屋に移し、空っぽにして
から絨毯をひき、こたつをセットしたりするなど
それぞれ好みに合わせて改造し、みんな気ままに
暮らしていました。
机

ベッド

押入

窓

ドア

机

ベッド

押入

それでは寮ならではのエピソードをいくつか紹
介したいと思います。
●エピソード１「放送ルール」
寮生には日直当番があります。主な仕事は電話
番と風呂用ボイラー炊きです。電話を取り次ぐと
きは館内放送を使いますが、その時、相手が女性
であれば「○○さん、お電話です」、男性であれば
「○○さん、電話です」と放送するのがお約束で
す。お電話のときは、みんな猛ダッシュでやって
きます。（母親からの着電も「お電話」です…）
●エピソード２「アルバイト・カットモデル情報」
アルバイト情報も充実していました。日直がそ
れを掲示板に書き込みます。私もいくつか申し込
みましたが、最も良かったのはマネキンのレンタ
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ル会社。本社が東京でバイト料が全国一律らしく、
社員と一緒に、マネキンなどを倉庫から配送先へ
運びトラックに積み卸しする作業で日額 1 万円位
もらえました。また、理容室からは見習いさんの
ためのカットモデル募集が毎月あり、私は常連で
した。
（大学時代の理髪料は全部タダ）
●エピソード３「開かずの間」
2 階に「開けてはいけない」と引き継がれている
一室がありました。ある日、若気の至りで、仲間数
人とドア（引き戸）を開けてみることになりまし
た。中は…。机とベッドがあるだけで空っぽでし
た。（念のため線香を上げて退室）
私の学生生活は本業の勉強は疎かでしたが、
「啓
明寮」を拠点に、アルバイトや仲間との交流（宴会
＆麻雀）で社会勉強？は積みました。今でも懐か
しく楽しい想い出です。

戦後当初の中通校舎（今の県立美術館辺り）の配置図

啓明寮新築後の保戸野キャンパスの配置図

戦後当初の保戸野キャンパスの配置図
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