日文/1

)

7㌧国/
5㌧中/2､

でしょう｡内訳は'現社/1

にとって頂きました｡｢埼玉大学紹
介ビデオ｣が放映される中､旧交を
温める歓談の輪が自然に広がり､途
中所属の先生方よりスピーチを頂き
ながら､各コースごとに記念撮影が
行われました｡年代を越えて同じ
コースの親睦が図られた､と言える
12､文人/7㌧

仏/5㌧米/3､日/3､シ/9㌧

管/5㌧地/3㌧英/1､歴/5名

■欝打､'llL

小菅先生を囲む現代社会コースの同窓生

されました｡

(現流通経済大学) の計六名が出席

副会長･樫井雅英 (7) よりこの1

(｢役

去る六月六日'池袋サンシャイン

に変更すること

･プリンスホテル二階にて､埼玉大

学教養学部同窓会第二回総会が開催

最初に総会が開かれ､まず会長
(酒井憲太郎･70年卒) の挨拶の後､

より大阪転勤に伴い十分な活動がで
きなくなったことを理由に辞退の申
し出があり'後任として推薦された

(72) が引き当てました｡ご協力下

(購入品)

たパソコン

最後に､同窓生の中から寄贈され
たキングレコード'西武百貨店'東
芝EMI､ソニーME等の製品をめ
ぐって抽選会が行われ､大いに盛り
上がりました｡最大の呼び物であっ
武井尚(70) の下で新たに出発する

てまず小松寿雄学部長より挨拶があ
り､教養学部が近年中に改組となる
のに伴い'学部の名称変更が現在検

続いて､小篠一英(79)の司会の下
にパーティ‑に移り､来賓を代表し

れました｡

ました｡なかでも最大の問題点は､

どもあって､反省すべき点も残され

このように'当日の総会及び懇親

御礼を申し上げます｡

さった皆様にはこの場を借りて厚‑

当初､昨年の一六一名を上回る二〇

主催者である理事会の力量の限界な

会自体は成功裡に終わりましたが､

討されていることが報告されました｡

は見事､沼田安功氏

｢マッキントッシュ｣

ことが､満場の拍手のなかで了承さ

員の任期は1年として'再任を妨げ
ない｣) が承認された後､酒井会長

期を｢一年｣

でした｡先生方は､小菅､小松両先
生のはかに､西田馨名誉教授､宮原
朗先生､田代惰先生'寺阪昭信先生

埼玉大学数遵学部

年間の活動報告が､続いて同･石田
義明(75)から九一年度の会計報告
が行われました｡その後､役員の任
期を定めたr会則｣の第八条につい
て動議が出され､｢二年｣とある任

第二回総会開催される

事務局
同窓会

号
2
第

続いて乾杯の音頭を小菅稔名誉教授

○名の参加を予定したにもかかわら

ず､出席者は九〇名足らずであった
ため､結果的に約三〇万円の赤字を
計上してしまったことです｡同窓会
の会計から一時的に補填することが
先の理事会で了承されましたが､実
は同窓会の財政そのものが逼迫して
おり､事はそれほど容易ではありま
せん｡来年の総会については､時期
や場所を始め徹底的に検討し直した
上で､さらに一層の努力を払うつも
りではおりますが､先生方や同窓生
の皆様にも､是非1人でも多く御参

す｡

加下さいますようお願い申し上げま

小松･田代両先生を囲む日本文化コースの同窓生

されました｡

同窓会だより
(1) 1992年11月1日

(2)

井

尚

︽先生方のメッセージ︾

感慨を込めて
馨

さを痛感しています｡楽しみどころ

か'苦渋と言ったほうがよいでしょ

ところで'六月のサンシャインで

う.

の第二回総会には出席できまして､

任を承認されました｡酒井前会長は

第二代会長就

とを引継ぎ'

憲太郎氏のあ

初代会長酒井

窓会において､

一定の資金が必要であることは論を

の日常活動を支えるためには'常に

‑の費用と時間を要しています｡こ

換､同窓会だよりの編集などに'多

の開催､名簿管理､同窓生の情報交

はなく､日常の活動､つまり理事会

同窓会は総会のためにのみあるので

とはいうまでもありません｡しかし､

総会がもっとも大きな事業であるこ

訳ない言い方ですが､恐らく半ば違

ており'今'大学を訪れたら'申し

簿も三分の一が新しいお名前になっ

ては当然のことですが､先生方の名

生諸君につい

てしまい'学

年以上も経っ

から､もう五

学部を去って

三月末に教養

一年間のアメリカ留学をユーモラス

まれて九ケ月のお子さんを連れての､

歌｣'中公文庫です｡井上さんが生

書名は｢テネシーワルツは僕の子守

んから面白い著書を頂戴しました｡

一回生の井上治子(旧姓､宮下)さ

文化専攻(現在､イギリスコース)

ご活躍のことでしょうが､イギリス

あります｡皆さんそれぞれの分野で

ここでちょっと紹介したいことが

昔懐かしいお顔に接してまた感慨新

同窓会準備会の世話役代表･同設立

侯ちません｡この資金を安定して確

和感のようなものを感ずるのではな

に描いています｡もう一つは'同じ

田

発起人代表として活躍され､第1回

保するには､同窓会会員の増加が必

‑イギリス文化の二回生の百瀬佑子

西

かわらず初代会長に就任､多忙の中､

総会直前に大阪へ転勤されたにもか

要であります｡そこで'夫人会同窓

いかと思います｡あと五年も経てば､

同窓会の活動といえば'年一回の

促進であります｡

武

同窓会会長あいさつ
去る六月六

上京の折には必ず理事会に出席され

生の加入を促進する活動を行なわな

こんな時期に教養学部同窓会が産声

全く未知の世界になりかねません｡

日の第二回同

るなど､同窓会の運営に御尽力いた

ければならないと考えます｡加入促

たな発展のために基礎固めをしなけ

さて'同窓会は二年目を迎え'新

強‑任の重みを感じております｡

同窓会を円滑に運営していけるか､

どが考えられます｡同窓会の財政基

うな交流の場を通しての働きかけな

るような広報なり'就職懇談会のよ

しても同窓会の存在を強く認識され

私は現在､城西大学女子短期大学

こんな嬉しいことはありません｡

をそこに確認できるわけですから'

る意味で'自分のアイデンティティ

をあげたことは､私にとっては､あ

方面で活躍されているのを耳にする

つの例ですが'卒業生の皆さんが各

本語教育を担当されるそうです.1

ジャマダ大学に赴任されました｡日

この七月にインドネシアの国立ガ

語国際センターにお勤めでしたが'

たびに､教養学部の発展を心から感

部で英文学を教えていますが'まだ

ぜずにはおれません｡次回にお会い

関係にあります｡同窓会発展のため

子短大生を楽しく教えることの難し

高校生気分の抜け切らない今時の女

盤と同窓会会員の増加は不即不離の
に､会員の皆様の御協力を賜りたく､

は次のことが大きな課題であると考

よろしくお願い申し上げます｡

)

えます｡一つは財政基盤の確立､も

)

う一つは未加入同窓生の同窓会加入

ればなりません｡そのために､当面

活力に溢れた年代を感じましたね｡

たなものがありました｡何か人生の

だきました｡深く感謝申し上げます｡

進は卒業生のみならず'在学生に対

昭和六二年

タイプの私が会長として､どこまで

と同時に､酒井前会長とは正反対の

さんが､北浦和の国際交流基金日本

1992年11月1日
同窓会だより

(埼玉大学名誉教授･城西大学女子

できる日を楽しみにしています｡

短期大学教授)

教養学部
創設期を懐古して
稔

当時教養学部という名称は､国立

の同僚であった某名誉教授と御会い

今年の埼大卒業式で経済学科当時

みあげられてバリケードが構築され､

りした｡やがて正門には机などが積

)

大学では東大にあるだけで､学部と

作ったようなものですから‑｣と言

した時'｢教養学部は小菅先生が

)

しての知名度は低‑､学部の性格づ

そこで何人かの有志が大学宿舎の

キャンパスは封鎖された｡

｢ナンセンス〃｣とヤジり倒された

なにもわからない｣と答えると､

けに苦労しましたが､東大の教養学

らに教養学部発展のため努力してき

読み合わせなどの勉強会を続けたが､

狭いわが家に集まり'論文や史料の

われた言葉に元気づけられ'我武者
た二十三年間の歳月を優しく思い出

養学部独自の特色を打ち出すべく大

している昨今です｡

部を1面では参考にしつつ､埼大教

ないところです｡

(旧姓中

窓会々長になられた武井

そのメンバーの一人が､今年から同
教授)

尚君である｡そのころ二歳半

だった私の長女が､｢ワタチモ'オ

川)

私が赴任したころ

(埼玉大学名誉教授･埼玉工業大学

変な努力を払ったというのが偽りの

題でした｡そのため夏休みを返上し

菅

て､当時の学部長故浜中先生を中心

のも､今ではなつかしい想い出と

小

教養学部同

に平田､深見の両先生と私で､都内

次に取り組んだのが学生の就職問

んから何か会

窓会の幹事さ

ペンキョウチュル｣といって､絵本

なっている｡その長女も今年の春､

をかかえて勉強会に割り込んできた
私が埼玉大学教養学部に赴任した

備

のは1九六八(昭和四三)年四月の

いぶんむかしのことであり､私自身

結婚したのだから'考えてみればず

代

説明から始まって最後に学生の就職

ことで'それは教養学部第一回生が

もそれだけ馬齢を重ねてきたという

田

依頼迄して歩いたことなど今でも強

四年次になったときである｡当時の

の旧制浦高出身者の就職先の会社中

く印象に残って居ります｡

キャンパスは現在の北浦和公園であ

心に二十数社を訪問し'教養学部の

更に昭和四十五年の学園紛争も教

にとの御連絡
を頂きました

養学部にとっての大事件でした｡学

誌に書くよう

三年三月迄の二十三年間を振り返り

ことになる｡

部創設から私が停年退職した昭和六

ので､教養学

自ら､その間の思い出などを書いて

のオンポロ木造校舎が立ち並んでい

り､そこには旧制浦和高等学校以来

次編入を実現するなど教養学部は大

や大学院が設置され'社会人の三年

あった私も

のことである｡まだ助手の身分で

らはじまったいわゆる

印象に残っているのは､翌年1月か

そのころのことで'やはり強烈に

四〇年文理学部が教養部､教養学部､

学科に奉職しており､その後'昭和

を考えると､よくこれだけ大きく

き‑発展してきたのです｡創設当時

ないから､教授会の決定については

出され､｢私は教授会メンバーでは

の席に引っぼり

〟大学紛争″

経済学部､理工学部に発展的に解消

ります｡

なったものだと感慨1人のものがあ

〟団交″

を遂げた際､新設の教養学部現代文

移籍いたしました｡

化課程の責任者として経済学科から

(埼玉大学教養学部教授)

のますますの御発展を祈りたい｡

ている｡同窓会および同窓生諸兄姉

立された同窓会も順調にすべり出し

‑のすぐれた人材を輩出Lt昨年設

発足以来二十七年､教養学部は多

教授会を代表して紛争解決のために

園紛争の最後に､故和田先生と私が

い出です｡その後情報解析センター

学生達と交渉したことも忘れ難い思

私は埼玉大学が新制大学として文
足した昭和二四年から文理学部経済

理学部'教育学部の二学部体制で発

た｡

みたいと思います｡

同窓会だより
(3) 1992年11月1日

佐

藤

敬

三

田森先生は'まだまだご活躍をと思
われ､惜しまれてならない｡

変化といえばこのところ､全国的

︽声 の 欄︾

な年格好の受診者達｡それなりに年

口密度が半分に減ってホッとする｡

‑‑年に一度の半日ドック｡同じ様

｢団塊の世代｣近況

涜場､豊かではないが'それなりに

部の変化を促す状況も生じている｡

最近は職場の仲間でも体調を崩すも

のが増えてきた｡高血圧､糖尿､冒

空気もなごみ'同時にわれに帰る｡

来て､改めて新聞を拡げる｡車内の

J R東海道線横浜駅｡朝八時十二分｡

輪をきざんだ顔になってきている｡

満員電車に詰め込まれる毎日(まさ

数年｡人生のほぼ折り返したこれか

満たされた生活を送って来た｡四十

功

しかしたとえ､組織aコd＼or名称で

に塊り)｡今日は間に合った｡昨夜

安

変化があり'さらには大きな発展を

の酒が残って､思考は停止している｡

田

とき'それに参加した学者から聞い

年前訪日しシンポジウムが開かれた

の不滅性は保ち続けたいように思わ

とげるにしても､教養学部的なもの

い｡‑‑新橋着｡座席にも空きが出

ら'どう生きていくのか先も見えな

沼

たのだが'ある質問者がサルトルに

すめる｡‑‑昭和四三年春､みなそ

時折､今日の仕事の段取りが頑をか

な教養部改組の動きと共に'教養学

ふれたところ､会場にはそんな古い
について､卒業生'教官ともどもに

れてならない｡その不滅性とは何か

入った｡この年は全国各地で学園紛

れぞれの挫折があって教養学部に

‑‑竹下派は騒々しいが､金丸､竹

(埼玉大学教養学部教授)

下のあとは小測､羽田､橋本､小沢

さまざまな想いがあることだろう｡

してわが北浦和校舎もロックアウト

争がおこり､安田講堂が焼け､前後

が集まり､読書会に精出したのはこ

された｡国際関係論コースの何人か

卒業生諸君の中にも熱心な読者は少

が古いとなると､今でも私がうちこ

(人もいた)｡‑･⁚川崎駅に着くと､

の頃｡結構､勉強もした｡恋もした

なくなかっただろう｡そのサルトル

んでいるサイバネティクスも､古い

乗客が入れ替わる｡通勤客は馴れて

と1蹴されて不思議ではなくなる｡
変わるのが当然で変わらない方が

て'住所も二度､三度替り'ここま

の良い中で就職､結婚｡子供も出来
で来た｡我々は団塊の世代と呼ばれ

静か｡‑‑昭和四七年､比較的景気

窓会設立までの数十年､変わったこ

おかしいのかもしれないが､いずれ

と変わらぬこと､色々と思い浮かば

ていて競争があった｡これまでガム

る世代の中核｡何をするにも混雑し

にせよ､教養学部にも､発足から同

れる｡とくに､定年での退官のほか､

シャラに走り続けてきたが'最近少
しずつ苦を思い返すことが増え､感

近年では英文学の西田､社会学の西
教官スタッフの激しい変化に感慨も

傷的になる｡‑‑品川に着くと､人

の各教授が定年前に移籍されるなど'

一入である.故和田先生､長谷先生'

)

懇親会で景品のパソコンを受取る沼田さん

非常に注目され'当時学生であった

た1九六五年からかなりあとまで､

えば､少なくとも教養学部が発足し

ドイツの社会学者ハ‑バマスが数

あったという｡しかしサルトルとい

ことを､と問題にしない雰囲気が

(4)

1992年11月1日
同窓会だより

と来て'すぐ鳩山の世代｡いよいよ､
われわれが社会を切り盛りしていく

のか｡団塊の諸君の健闘を祈る｡‑
七日の同窓会で思いがけなく頂い
たアップルのパソコンは娘達のおも

わ

び

(一九七二年･国際関係卒)

ちゃになりました｡

お

大森(鎚)まどか

)

みなさん､ごめんなさい､そして､

公

に思う
城

生

(1九七五年･哲学思想卒)

本当にありがとう｡

｢同窓会｣
結

なぜか最近'同窓会に縁がある｡

)

OB自身にとっても仕事上､結構､

しかしなんといっても日本文化

研修旅行だと思う｡届出をして修学

コースならではの思い出は十二月の

仕事柄､多くの人と出会うが､関

役立っているようだ｡

きたり､長谷先生に連れられて京都

院離宮､桂離宮といった所を見学で

いただいたこともあった｡奈良は春

御所の奥まった所を特別に案内して

たにお目にかからない｡卒業後すぐ

に帰郷したため､学生時代の友人と

西では当然ながら埼玉大oBにめっ

も疎遠になりがちで､私にとって埼

日若宮のおん祭り､真夜中､まっ暗

しばし過ぎ去った学生時代を思い出

りつつある母校意識を呼び覚ます｡

や深夜バスなどを利用し一日中歩き

雰囲気たっぷりの日吉館｡夜行列車

る儀式｡宿は田代先生ご紹介のあの

やみの中の不思議な気分にさせられ

夏七月には関西在住のOB会も開か

続けても平気でいられたものである｡

同窓会の案内は､確かに稀薄にな

玉大はすっかり縁遠くなっていた｡

れた｡それに小学校時代の旧友の少

させてもくれる｡でも､懐かしむだ

埼玉大学の同窓会が結成され､今

し遅めの結婚式で､幼なじみたちと

若いからこそできた貴重な体験で

教養学部同窓会の設立を'1般的

けでは･‑｡より前向きな同窓会活動

そして､こういった所にはとても

も日文の方それぞれが持っていらっ

書けないようなエピソードや思い出

しゃるに違いない｡そうではありま

せんか､日文の皆様‑｡

(一九七九年･日本文化卒)

けれど察してください｡どんなに

同窓会は寄付の大事な窓口となるば

みたいだ｡特に私学では力が入る｡

とも'同窓会活動のテコ入れに熱心

ところで､このごろ関西の各大学

光る思い出もわずかながpヶ残ってい

わしあうなつかしい友などキラッと

た演習のこと､今でも折々便りを交

る｡けれども'苦労して準備してい

途はんばであったように思い出され

真剣だったのだろうけれど幼く'中

ここ数年､同じような夢を何回も

く離れたロンドンで生活しています｡

大学を卒業して十三年半｡今､遠

｢おわ

二十年間生きて来たか'どんなに混

かりか､在校生の就職活動などにも

霧の街ロンドンより

沌とした思いで大学の日々を思った

oBたちは重要な存在らしい｡｢同

子

か､今､｢不惑之年｣として､どん

みました｡夢の中での私は大学生｡

遠藤(那讐桂

なに自由に楽しく､次代の人々に

窓のよしみ｣というネットワークは'

る｡

メッセージを送ろうとしているか‑｡

び｣を書いています｡

あったとつくづく思う｡

久々に再会｡その変貌ぶりにお互い

な喜びと共に､自分が二十年前をふ
驚きつつ

日文名物研修旅行

(l九七七年･現代社会卒)

を期待したい｡

りかえる年､みつめられる日々を積

校の同窓会からは会員名簿改訂版の

｢いっぺん集まろか｣｡高

んで来たのだという喜びを味わいま

案内が届いている｡

社会に出て'はや十五年｡同窓会

大学時代の思い出にはほろ苦いも

田(琵)博子
りということか｡｢あのころ｣をし

くはないがやはり｢中年｣の仲間入

のがある｡勉強､友達とのつき合い

吉

本年度は､ほとんどの事例に好転

方'そして遊び､当時はそれなりに

の連絡が相次ぐというのは'認めた

が見られ'なんとか出席いたしました｡

み始めているだろうか｡

今におよび､ろくでもない

原稿依頼から確認の連絡をすぎ'

きりに懐かしむ年代に､足を突っ込

払いきれず欠席いたしました｡

経済的理由と共に過去からの恐怖を

した｡しかし'第一回目の昨年は､

同窓会だより
(5) 1992年11月1日

そ味わえる楽しみである｡同窓会の

を感じとれるのは'京都に住んでこ

物'お祭などから季節の移り変わり

生活は楽しい｡四季折々の花'食べ

何とか家へたどり着いたことは忘れ

を自転車仲間の友達と励ましあって

暗くなり､おまけに台風の風雨の中

ことだった｡一年生のときすっかり

しっかりとしたレインコ‑ーを買う

けて自主休講していた講義の試験が

関西に来て感じたこと

関西支部発足で'人とのつながりが

までも自転車である｡

られない思い出だ｡ついには雪の日

そして､いつも単位の計算に追われ､

できたこともうれしい｡関西で再就

卒業に不可欠な講義を取り忘れ､続

京都へ引越して､三年半｡我が家

職する気にもなったし､関西ならで

手嶋(削柚)葉子

程の情報が得られず走り回り'はた
ているのはお年寄りばかり｡児童公

は伏見の古い町にあり､昼間出歩い

いつの間にか終っていたり､その日

はの生活を楽しんで行きたい｡

なかったと思っているのですが､そ
二歳の娘は､やっと

も関西弁をしゃべらない｡もうすぐ

夫も私も関東出身｡家の中では誰

転

車｣

る｡通学途中での突然の故障である｡

パンクした自転車をズルズルと引き

摺りながら炎天下を歩いたこと､雨

て電柱にぶつかり'大破した自転車

｢自

の中を歩いたことも何度かある｡ま

を血だらけの足を引き摺りながら運

た飛び出ていた針金をよけようとし

先日､通勤に使っている自転車が

田

故障してしまった｡そのため学生時

森

しかしどうにも成らないこともあ

しまっていたりといった有様なので
もお寺や神社の境内である｡

園などなく､娘を遊ばせるのはいつ

れでも'この夢をみる度に大学での

う｡｣と言えるようになったばかり

(一九八五年･中国文化卒)

や成績不振に悩まされた事は1度も

事を懐かし‑思い出します｡四年の

す｡実際の大学生活では､単位不足

間には数々の思い出があり'役員の
漫才くらいだ｡

だから､問題外｡せいぜいテレビの

転車通学のおかげで私は自転車が大

いろいろあったがこの四年間の自

んだこともあった｡

台詞だが自転車の魅力は風を感じる

みと感じさせられた｡

代以来久々に自転車の良さをしみじ

だが､なまじ近いためにバスに乗っ

私は浦和に住んでいる｡それなら
ば大学へ通うのには便利だったはず

関西弁を聞けば聞くほど'｢意地で

私はなかなか関西弁に馴じめず､

｢おんも行こ

お陰で昨年同窓会が発足し､同窓会

方々を初めとして皆様のお骨折りの

だよりも刊行されるとの事'大変嬉

い｡｣という思いを強くした｡誰と

デモクラシーとの違いにびっくりし

いわゆる日本の民主々義とこちらの

まうのだ｡何故だろう｡なまじ日本

にいると異和感や疎外感を感じてし

海外へ行‑のは好きなのだが､関西

異文化の中にいるのが心地よくて'

考え､自転車を選んだ｡しばら‑の

ない｡どちらが良いか新入生の私は

に乗っていったほうが時間がかから

て大学に行くよりも自宅から自転車

ながら思う今日このごろである｡

なった自転車で瓶爽と(?)通勤し

る満足感ではないかと調子のよく

ことであり､自分の力で動かしてい

も関西弁なんてしゃべりたくな
も話したくない時期もあった｡

しく思っております｡

三年半'日本で考えていたロンドン

ながらも､日本と日本人の良さが日

好きになってしまった｡ありふれた

のイメージや､私達が学校で習った､

本にいた時よりもよく見えてきて､

の日ばかりではないことに気が付か

間はよかったがそのうち一年中晴れ

(一九九二年･歴史学卒)
ものがあるのだろうか｡京都生まれ

ざるをえなくなった｡ところが､も

人同志だからこそ何か割り切れない

うその時点ではバスに乗ることなど

⁚

うっとうしくなり､私のしたことは

の娘は､何の異和感もな‑育ってい

)

あれこれ言いながらも､京都での

くのだろうか｡

日本人であるということを誇りに感

(一九七九年･現代社会学卒)

にはあまりお目にかかれません｡

ところで霧の街ロンドンでは､霧

じる今日この頃です｡

1九八九年三月にロンドンに来て

文

又､講義の申し込みの期日が過ぎて

(6)
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言

板§

)

学に進学､現在教育学部三年次生｡
(資料提供･スポーツニッポン新聞､
松村久)

§投稿募集§

)

｢声の欄｣は同窓生からの投稿と
同窓会が依頼した原稿によって構成
されています｡内容は学生時代の思
い出､近況'同窓会に期待すること
など自由です｡四〇〇〜六〇〇字程
皮(できれば縦書'ワープロ可)'
次回の締め切りは来年の八月末日で

す｡多くの方々からの投稿をお待ち

原稿には題名と名前､末尾には卒

しております｡

業年次とコース名を明記し､宛先は､

｢伝言

埼玉大学教養学部同窓会･同窓会だ
より係まで｡知り合いの理事宛でも

なお'新たに設けました

結構です｡

板｣も大いに御利用下さい｡

えております｡そうなれば'やがて

同窓会支部の設立に向けて
えました｡これもひとえに先生方と

一年半の準備期間をおいて設立さ
れた同窓会も'お蔭様で二年目を迎

さらには九州や中国といったブロッ
クごとのより大きな交流の機会へと
発展する可能性が出てきます｡卒業
生の増加に伴って地方在住の同窓生
の数も増えるでしょうし､首都圏や
大都市で生活する卒業生にとっても､
それぞれの故郷に｢同窓会支部｣が
賜物と感謝致しております｡

さて､発足まもない現段階ではや
むを得ないこととはいえ'地理的条

をお貸し下さる意志のある方は､同
窓会事務局または知り合いの役員に
至急御連絡いただきたいと思います｡
なお､半ば無理にお願いして次の
四つの支部が内外に設置されました

うか同窓会発展のために少しでも力

急募しております｡最初は正式にで
はなく'暫定的にでも結構です｡ど

そこで'取りあえず県支部のまと
め役を引き受けて下さりそうな方を

設立されることは何より心強く思わ

は隣接する県の支部同士の親睦に'

件から会の運営がとか‑埼玉や首都
圏中心に偏りがちであることはやは

れることでしょう｡

同窓生の皆様方の御支援･御声援の

り否めません｡年に一度開催される
｢総会｣にしても'地方在住の同窓

に呼びかけていくこととなりました｡

とはなかなか大変です｡
そこで､今年度の活動の一つとし
て､新たに､全国にあるいは世界の
主要都市に｢支部｣づくりを積極的

生が遠路はるばる参加して下さるこ

の段階で'詳細についてはこれから
詰めて行きますが､協力して下さる

官公庁･各民間企業の方はその旨御
連絡下さい｡(同窓会理事会)

最初は､県単位でできるだけ多‑の
支部を全国に作っていただき､そこ
を中心に学年を越えた交流の場を設
けることはできないだろうか､と考

ついて幅広く知ってもらう機会を設
けたいと考えております｡まだ原案

★理事会では､同窓会が仲立ちを
して来春､埼玉大学で在学生(四年
次生)を対象に就職に向けての説明
会を開き､官公庁や民間の各業種に

決勝戦でスペインのム二ョス選手と対戦する溝口紀子
選手(手前) (写実提供.朝日新聞東京本社)

§伝
★去る三月二七日､池袋サンシャ
イン60｢桜の間｣にて､この春埼玉
大学を退官された｢西先生を囲む集
い｣が開催されました｡多数の方々
から御出席やメッセージを頂戴し'
盛況の内にパーティーを閉じること
ができましたこと､感謝の念ととも
に御報告申し上げます｡(松岡真知
子ほか実行委員一同)
★先のバルセロナ･オリンピック

の女子柔道で'埼玉大学の溝口紀子
さんが見事'銀メダルに輝きました｡

八九㌧九二年に全日本女子休重別で
優勝.九〇㌧九一年福岡国際女子柔
道で二連覇｡浜松西高校から埼玉大

田(ふくだ)町生まれ､二1歳.小
学六年のとき山口番選手の試合を見
て感激'柔道を始める｡一九八八㌧

昭和四六年七月二三日'静岡県福

上げます｡

果と続けてポイントを奪われながら
も最後の残り二八秒'内股から縦四
方固めに持ち込んでの逆転勝ち｡惜
しくも決勝戦では地元スペインのム
ニョス選手に判定で敗れたものの､
女子52キロ級で準優勝に輝いたこと
は大健闘でした｡心からお祝い申し

ンジに判定で勝ち進み'オランダの
ガルと対戦した準決勝では有効'効

世界チャンピオン･イタリアのジュ

第1戦､二戦は寝技で'三回戦では

同窓会だより
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ので'御報告申し上げます｡該当す

関西支部

︽支部だより︾
関西での
同窓生の集い

の研修で上京中でしたので､運よ‑

窓会設立総会には､たまたま半年程

ぶりに恩師や同期生と再会でき'楽

出席することができました｡十数年

生の指導で､両神村でのフィールド
ワークや研究会の後で､｢総合鍋｣

秦(国立民族学博物館･教授)両先

というごった煮をつつき､夜遅くま

ぐわかりました｡不思議なもので､

が残っていますので'誰であるかす

くなったりしていますが､昔の面影

た｡少し太ったり､頭のあたりが薄

しい時間を過ごさせていただきまし

んでいた｡国際交流とか異文化理解

らず､我々は｢はみ出し学問｣と呼

学生時代には余り話をしたことがな

当時文化人類学は市民権をえてお

で語り明かしたことを思い出す｡

というご時世になり'我がはみ出し

醐報約抑須藤健一

人生も､拾ってくれるところがあり'

吹田市古江宝㌧⊥長〇九

関西に六〇名もの同窓生がいるこ

〒565

とを教えてくれたのは､初代会長の

と､何となく打ち解けてきます｡総

くても'このような場に居合わせる

須藤健一(六九･文人)

10‑一国立民族学博物館第四

〒565 大阪府吹田市千里万博公園

けている｡今'巨漢の王様のいる島'

オセアニアの島世界で調査研究を続

会終了後､同期の者が集まって一席

きました｡学生時代の話や'最近の

トンガ王国で人々と共に暮らし､近
来年(平成五年度) の関西地区の

ら感じたことは､﹃同窓﹄という共

自分たちの現況について歓談しなが

を設け､お互いに懇談することがで

でのサーキュラーにもかかわらず'

同窓会は'田井竜1･手島(旧姓鈴

代化の功罪について学んでいる｡

の彼を中心に今年四月に有志で酒を

大分市上野町五⊥県職員

一四名が参加し､楽しい宴の1夕を

木)菓子(一九八五年率)さんの世

思議さと'卒業後十数年の時間が経

通の一点において話しあえる縁の不

過していることの現実(自分たちが

の桟敷で行うことにしている｡多‑

共に過ごした時間ほとりもどせな

話で'六月ころに京都の賀茂川べり

の方々の参加を期待する｡(一九大

酒井さんをはじめ'有志の方々の

九年･文化人類学卒)

でした｡又'このような機会が

支部の総会を開催していませんので､

生が在住しているようです｡未だ'

を見ますと､私を含めて三人程卒業

さて'大分県支部は'同窓会名簿

もてることを楽しみにしています｡

い)

ねてある｡私は一九六九年に北浦和
駅前の旧浦高校舎の学部を出ている

から'かれこれ二三年になる｡総合

大分から埼玉､
そして埼玉から大分へ

名簿には'三千名近くの名前がつら

大変なお骨折りで作成された同窓生

過ごすことができた｡

た｡七月に一回目の集いには短期間

酒井憲太郎さんである｡関西住まい

二､大分支部(兼九州ブロック)
〒870

詫磨秀一(七五･国関)

住宅は号五〇二

三､広島支部(兼中部ブロック)

長曽我部誠(七六･国関)
〒720 福山市明王台二‑云(節
住所)

四㌧山形支部(兼東北ブロック)

小熊正久(七五･哲学)
(兼ヨーロッパブ

を専攻した｡考古'地理､歴史､哲

文化とかいうわけのわからないもの

ドイツ支部

〒990 山形市東青田四‑八‑≡

ロック)

醐B,n dJf#8i桐詫磨秀一

います｡今後共､御支援の程よろし

開催に向けて努力していきたいと思

人類学の全科目が必須になっていた｡

先日､大分県支部の幹事を仰せつ

学などの混成部隊であったが､文化

かった詫磨という者です｡昨年の同

500251

(東京外大AA研･教授)･友枝啓

故石田英一郎先生と､若き川田順造

⁚

大俊秀見(八二･哲学)ZurHegelt,

⁚

3550Marburg＼Tet.0642)･35357

7800Freiburg＼Tel.OOT4976)I

壁局剛(八八･哲学)Komturptatz4.

五㌧

酌み交わし､関西支部結成へと動い

研究部

酒井憲太郎(七〇･日文)

二

見て連絡を取ってみて下さい｡

郷里をもつ方)は､年賀状等､折を

る県または地域の在住者(あるいは

(8)
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ランス製の素麺､台湾製あるいは韓

)

‑お願いします｡(一九七五年･国
国製のインスタントラーメンを買い

て､いまブームになりかけているよ

る異国趣味を越えて実存的､学問的

たちが扱われました｡参加者は単な

同窓会会則第17条の規定に基づき､総会において報告され了承された1991年度会計
報告(3月31日現在)は以下のとおりです｡

ます｡ドイツ製の味噌'醤油､豆腐
は普通のスーパーで買えますが､ド
イツの豆腐は酸っぱいのでよ‑ゆで

うです｡フライブルク大学でも先学

いるようですが'それにもかかわら

に真剣に取り組んでいました｡哲学

1991年度会計報告

際関係論卒)

Judo}Tofu﹀Zen
る必要があります｡また禅がアメリ

このところ毎日テレビはバルセロ

カ､フランスを通じて入って来てい

ナの熱戦を伝えています｡こちらで
期'神学科のゼミにおいて'﹃ハイ

剛

はもちろんドイツ選手の活躍する種

タイトルで日本の京都学派の哲学者

デガー哲学の禅仏教的受容﹄という

ず多くの競技において日本の名前を

科では﹃西洋の思索と東アジアの思

なお､その後の状況については次をお読み下さい｡

が髭桐位高

聞で見る限り日本選手団は苦戦して

目が主に取り上げられています｡新

聞きます｡例えば千葉､前橋'大阪､

将来'禅がドイツの哲学宗教芸術に

東京｡つまり最近､世界選手権など

おおさな影響をあたえることも十分

索﹄というゼミが来学期開かれます｡

台に行われ､その成績がその開催地

考えられます｡ひょっとしたら禅も
(1九八八年

とともに紹介されるのです｡その反

･哲学･思想卒)

また柔道のように･･･o

食品店へ行きアメリカ製の海苔､フ

す｡日本食が食べたくなるとアジア

ンガポール製のアイワを使っていま

と言えば'僕は韓国製のソニー､シ

際化してしまったのですね｡国際化

ポーツではないようです｡柔道は国

かれません｡もはや柔道は日本のス

にお

いて日本選手の名前はあまり多く聞

らではユードゥといいますが)

面日本の国技といわれる柔道(こち

の多くの重要な国際試合が日本を舞

同窓会だより
(9) 1992年11月1日

始まり､次にこれを大学に保管され

る｢埼玉大学教養学部同窓会名簿｣

学生を加えると三〇〇〇名以上に上

の二月'遂に卒業生二六〇〇名'在

に'彪大な時間と労力を払って今年

皆様のあたたかい御理解と協力の下

と聞きます｡

行員とはどこか違った個性派が多い'

知らぬ学年でも他の大学や学部卒の

ひ銀行｣にも当てはまるらしく'見

圏が大半を占めますが､何割かの同

またアメリカだけでなく'イギリス

窓生は全国各地に散在しております｡

同窓会名簿の発刊と財政危機
同窓会の財政が早くも窮迫し始め
ている資料とつき合わせて一つ一つ

所在地は東京と埼玉を中心に首都

確認しながら､確認を終えた情報は

なかを御覧頂ければ分かるとおり､

･ドイツ･フランス･オランダ･ベ

同窓生の勤務先は､地方公務員や国

ルギー･スイス･イタリア･ギリシ

行きました｡

しかし最初の一期生が卒業して以

行や生命保険から製造業に至る各種

家公務員など公僕に従事する者､銀

順次手作業でパソコンに入力されて

来すでに二二年､当然のことながら

ア､中国･シンガポール･マレーシ

の問題はある日突然生じたわけでは
同窓会は発足当初から会の設立と

民間企業'ほとんど網羅していると

員の皆様にこれまで振り込んで頂い

等の確認をお願いし､残る数百名の

同窓会設立のお知らせとともに住所

越えて困難を極めました｡その後､

至る教職員など､教養学部の性格そ

ます｡しかし残念なことに､すでに

数名の同窓生が海外で活躍しており

ありまん｡

ともに同窓会名簿の発刊を最大の目

いたり､調査活動は想像をはるかに

住所が変わっていたり姓が変わって

や情報収集のための通信を含めて､

た名簿代を含む会費の大半は､連絡

のままに多岐にして多彩です｡音楽

ア等'記載されているだけでも三十

標に掲げてきました｡そのため､会

言ってもよい各新聞社･出版社とテ
レビ局､小･中学校から大学にまで

議論の的となりました｡しかし'こ

(一九九一年度版)が完成しました｡

も大きな衝撃をもって受けとめられ､

ました｡このことは九月の理事会で

(10)

1992年11月1日

と今回の財政危機とは密接な関係に

りません｡したがって､名簿の発刊

がれてきた'と言っても過言ではあ

北海道から九州まで主として電話に

一箇月間続けられ､連日役員総出で

です｡さらに卒業年度別の調査が約

い合わせたことは'御承知のとおり

住所不明者についても｢総会｣や
｢同窓会だより｣創刊号で皆様に問

のですが'その数の多さに一番驚い

に七〇名に及ぶことが今回判明した

て最大の集団である県庁職員は'実

らっしゃいます｡

は政治家といった個性的な方々もい

家や彫刻家､作家や漫画家､さらに

例もありました｡心から御冥福をお

むなく削除しなければならなかった

名簿作成最後の段階で計報を知りや

‑病気や事故で亡くなられた方々'

はあの日航機墜落事故の犠牲者も含

報告しなければなりません｡なかに

一年卒一名)が出ていることも'御

一九名の物故者(六九年卒三名〜九

願いして'住所などの確認と名簿掲

とには､教養学部の在学生諸君にお

えもしなかったとのこと｡まことに

もなければ､まして閥を作るなど考

‑､これまで連絡を取り合ったこと

約一二〇万円の繰越金が残っており

あるとおり､三月三1日の時点では

祈り申し上げます｡

何らかの形で名簿の作成と発行に注

あるのです｡しかし'そこにはまた

たのは当の卒業生たちであったらし

一､まず一昨年の三月､学部長を

教養学部の同窓らしい態度とも言え

まれております｡社会に出て間もな

危機を脱出する道も同時に示されて

この間に所在の分かった同窓生のも

よる追跡調査が行われました｡また

始め教養学部の先生方の呼び掛けに

載の承諾とを依頼しました｡(詳し

内(印刷代･郵送費) に約五六万､

ました｡しかし四月以降'総会の案

∵

いて最大数の卒業生を抱える｢あさ

三㌧ さて'九一年度の会計報告に

より卒業生の有志が大学に集まり､

参照ください｡)

‑は｢同窓会名簿｣の編集後記を御

)

このように先生方と同窓生の

大学事務の協力を得ながら各コース

二㌧

準備会が結成されました｡と同時に'
別に名簿のデータを収集する作業が

ますが､同じような現象は民間にお

聞くところによれば､公務員とし

があります｡

いるため'順を追って説明する必要

同窓会だより

ため約三〇万円の支出があったのに

)
)

見る場合､卒業者総数二七四〇名中､
住所が確認されているのが二〇九五
(不明者六五五)名､入金されてい
る方が八五〇名とまだまだ一部の同

頂いております｡しかし絵体として

ととなり'現在約半数の方から入金

が原則として会費を卒業時に払うこ

誕生しました｡このように同窓会は

ち消えとなり､幾年を経てようやく

した｡その間'何度か案が出ては立

と当時の先生方が回想しておられま

同窓会を作ることは一九六九(昭
和四四)年､教養学部の一期生が卒
業して以来二十余年の悲願であった､

きたいと思うのです｡

同窓会会員の皆様に真剣に考えて頂

員平等の原則を貫くためにも'是非

りますが､これを避けあ‑までも全

加入者名｢埼玉大学教養学部同

郵便振替口座
東京九‑七〇〇四一二

名簿代)

会費一万円(三年分の会費及び

し‑過ごしました｡1人一人の血の

人と出会い'青春め大事な1時を等

よ'同じ学舎(まなびや)

に学び､

通った遥しい同窓会を'1緒につ
‑って行こうではありませんか｡

窓会｣

なお'これとは別に今回｢寄付
金｣も受け付けております｡額の多

部校舎や現在のキャンパスの様子な
ど､写真も多数収められています｡

空写真(カラー)が掲載されている
はか､北浦和駅前にあった旧文理学

見開きには大学の全景をとらえた航

名簿/索引/編集後記/異動通知
連絡カードはがき

特別会員名簿/正会員名簿(1九
六九年卒業〜九一年卒業)･準会

の目次だけを紹介しておきます｡

参考までに｢同窓会名簿｣(写真)

下さい｡)

い｡個人または企業で｢領収書｣が
必要な場合にも､その旨お書き添え

(手続き上混乱を来す

少にかかわらず､同じ要領にてお振

窓生によって同窓会全体が支えられ
ている､という逆三角形の構造が続

難産の末'産声を上げたばかりなの
ですo赤子には生命力はあっても1

たちまち栄養失調に陥ってしまいま
す｡お金以前の問題として､自分に
とって埼玉大学とは何だったのか､

生して間もない同窓会も多くの人た

な趣旨を理解して頂き､名簿の発刊
を含めてこれまでの活動と経緯に御
理解を賜るならば'名簿代五千円と
三年分の会費五千円 (年 ハ六六
円)は'必ずしも高額とは言えない

事務費(名簿管理用パソコン購入)

と思うのですが如何でしょうか｡一

り込み下さい

人でも多‑の方からの御協力を切に

持っているのかをl度自問し､1定

教養学部の存在はどのような意味を

同窓会会長あいさつ/学長あいさ
っ(埼玉大学学長)/学部長あい

同窓会の財源は､三年分の会費と

ちの献身的な努力を必要としていま

お願い致します｡また不明の同窓生

の答えを出して頂けるならば'自ら

に五〇万､さらに総会の赤字補填の

六五五名(名前は昨年発行の同窓会

道は開けて行くと思うのですが､如

さつ (教養学部長)/沿革/埼玉

名簿代を含む云云費一万円｣以外に

｢寄付金｣と用紙の裏に御記入下さ

対して､収入は会費約六〇万円にと
どまっています｡さらにこの｢同窓会

だよりに記載)

何でしょうか｡名誉会員の先生方に

大学教養学部同窓会会則/凡例/

恐れがあるため､恐縮ですが必ず

だより｣と名簿購入者への｢名簿追

てすでに入金済みの方々には､同期
生や同じコースの同窓生への勧誘を

もこれまで以上にバック･アップし

るだろうという傍観者的態度では'

補版｣の経費数十万円を差し引くと､
皆さんのお手許に届いている頃には

お願いします｡もはや三十数名の役

員名簿/一九九一年度同窓会役員

いております｡同じ同窓として学年

人で生きて行く力はないように､誕

これ以上の支出を押えるために'総

す｡誰かがどこかで面倒を見てくれ

三､四〇万円の赤字となっているは

員だけの力では限界にきております｡

協力が不可欠です｡

て頂き'有形無形に会を盛り上げて
頂きたいと存じます｡退官された先
生方だけではなく､現役の先生方の

の発見と連絡､そし

ずです｡

にのみ限るべきだという考え方もあ

会の案内状と同窓会だよりは入金者

はありません｡入金して下さる方が
一人でも増えればそれだけ財源は潤
い'滞ればたちまち目減りする極め
て単純な比例関係にあります｡幸い､
今年より卒業生(一四〇名) の全員

を越えて親睦を深め'恩師を大切に
Ltまた力を合わせて母校と在学生
のために(例えば就職の件など)早

年代と世代にこそ違いはあるにせ

力しよう､という同窓会設立の純粋

同窓会だより
(ll) 1992年11月1日

議｡

財政の窮状等につき協

同窓会支部の設立に協力して下さ

五㌧地方あるいは海外に在住の人で､

る方(本文参照)｡

のために積極的に活動して下さる

六㌧ 理事会の運営に参加し､同窓会

ここに掲載されているのは'

の報告であり､個々の担当部門にお

同窓会主催の事業及び全休的な活動

備考

県労働会館)｡次期総

廃

ける活動はふくまれておりません｡

凄

す)0

に｢同窓会事務局｣か､または知

る意志のある方は'なるべ‑早め

以上､いずれかに協力して下さ
さる人とを募集致しております｡

同窓会では次の事柄と活動して下

方(理事会は隔月に1回程度'土
曜日の三時頃から行われておりま

8

同窓会名簿(一九九°

年度版)発刊｡

6

会､規約改正等協議｡

第四回理事会(於埼玉

民館)｡会計中間報告､

92･‑･1

次期総会等協議､名簿

なお､名簿は三年に一回

沿革では'埼玉大学の創立から教養
学部の各コースの誕生まで詳しい歴
‑

原稿最終確認作業｡

七頁｡

新たに改訂版を発行しますが､その
間にも｢追補版｣を出して訂正に努

には､直ちに｢事務局｣まで糞書に

めます｡連絡先等に変更がある場合
2･29 臨時理事会(於浦和市

中央公民館)｡名簿発

｢声の欄｣

一､同窓会の名称(｢ ‑ AWJ)｡

します｡誰かがやっ..てくれるだろ

り合いの役員のところまで御一報
下さい｡問い合わせや他薦も歓迎

も事は始まらず､また会も発展し

二､同窓会だよりの中の

と｢伝言板｣ (本文参照)｡

送作業｡

県労働会館)｡文理学

三､｢短歌｣または｢俳句｣｡

3･1 4 第五回理事会(於埼玉

部同窓会との関係につ

四､同窓会では現在'同窓生有志に
よる研囲碁･将棋の会､㈹野球大

な心意気を期待しております｡

ません｡一肌脱ごうという積極的

車

あるいは帥海外旅行などの企画を

東:.隻.後

会'佃ハイキング会､3:ゴルフ会

うというだけではいつまでたって

レスホテル)

第一回総会(於大宮パ

いて､会計報告､事業
報告'第二回総会､事

第7回理事会

3･23 新卒業生勧誘(於卒業

務局体制等協議｡

へ於浦和

(9 1･7‑9 2･‑)

て御連絡下さい｡

8･24

市中央公民館)｡総会
報告､名簿作成､事業

もっておりますが'今のスタッフ

ではとてもそこまで手が回りませ

る二人の専門家に加わって頂きまし

式会場)

5･16 第六回理事会(於埼玉

ん｡そこで'それぞれの企画のど
れか一つを専属で運営･実行して

もりでおります｡叱噂激励よろしく

計画等協議｡

県労働会館)｡同窓会

お願いします｡感想や御意見などお

などのスポーツで鍛えていらっ
しゃる方､囲碁･将棋やゴルフの

(85国)｡編集顧問･相木誠

(70中)'松村久(7 1中)｡

拓郎

程(76哲)'兼子順(77日文)'高年

編集･武井尚(70日文)'岡田道

た｡今後とも紙面の充実に努めるつ

今年は'新たに新聞社に勤務され
第二回総会等協議｡

下さる方を求めております｡例え
ば､大学のグラウンドを借りて野

寄せ下さい｡

名簿作成のための不明

第二回総会及びパーテ

球の親善試合に汗を流したり'家

1 0･2 1 同窓会だより第三号刊

9･28 第二回理事会(於同公

9

ィー｡(於池袋サンシャ

みるのはいかがでしょうか｡野球

族連れで一緒に山や川に出かけて

(於埼玉県労働会館)0

.92年度第一回理事会

得意な方'よろしくお願いします｡

ノ

総会報告'新役員紹介'

入会促進､財政問題､

民館)｡同窓会だより､

インシティ･プリンス

者調査｡

名簿作成等協議｡

ホテル)

行｡

第三回理事会(於同公

業｡

館)｡名簿原稿確認作

1 1･30 臨時理事会(於同公民

12･7

2･1

史が記されております｡A4版一六

(12)

1992年11月1日
同窓会だより

