充実した夏休み？

すでに夏休みを終え、岩手ではもう冬の
足音がしている時期かと思われますが、各
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会館だより

学校では大学祭等で活気あふれる時期を迎

えています。寮生の皆さんはサークル等の

活動で主役になったり、黒子を務めたり、

役割はそれぞれのようですが張り切って充

実した日々過ごしているようです。会館に

も学園祭のポスターが張られています。皆

さんで競い合ってよい学園祭を作り上げ、

そしてこの時にしか学べないものをしっか

りとつかみ取ることができますよう祈って
います。

さて、今年の夏休み、海外で貴重な体験

をされた方が数名います。今年もまた、そ

日間

工藤 里菜

日間オーストラリアへ

日間では英語力の向上は難

くさんの素敵な方々に出会うことができ、

そして様々な学びがあった。

シドニーに到着して、大学の友達と離れ

1

の体験談を寄せてもらっていますのでご紹

介いたします。

あっという間の

は過ぎ去り、

指して参加を決めたが、あっという間に時

短期留学に行ってきた。英語力の向上を目

私は今年の夏、

16

16

しいと感じた。しかし、この短い期間でた

16

８がつ２０にち
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これは長崎神社のお神輿

は、レベル別で英語の授業を受けた。同じ

ファミリーに感謝している。現地の大学で

しく、時には厳しく接してくれたホスト

も何とか聞き取ってくれた。約２週間、優

言い直してくれた。私がうまく話せなくて

だ。私が聞き取れない時には簡単な言葉で

に温かく迎えられ、不安はすぐ吹き飛ん

な気持ちもあった。しかし、ホストマザー

て一人でホームステイ先に向かう時は不安

べての方々に感謝している。ありがとうご

て勉強していきたい。支えてくださったす

くなった。しかし、将来を見据えて継続し

いる。短期留学を終え、英語が身近ではな

期の経験を踏まえて、長期留学を検討して

た。とはいえ、英語力には課題が残る。今

いほど有意義な時間を過ごすことができ

のためか、高校の時とは比べものにならな

車を使いこなして様々な場所を訪れた。そ

トファミリーと連絡を取り合い、バスと電

るのは少し怖かったですが、行きたいとこ

いろなところへ行きました。一人で出かけ

休日には友人と出かけたり、一人でいろ

できて楽しかったです。

がありました。毎日韓国語に触れることが

日と木曜日は

日の９時から

とができました。基本的に月曜日から金曜

多かったので、韓国語での会話に慣れるこ

台湾人、エクアドル人と日本人以外の方が

私が勉強していたクラスには、中国人、

足りなかったので、次は来年の慶煕大学の

三週間はあっという間で、まだまだ学び

楽しかったです。

ろにたくさん行くことができたのでとても

時から

時まで選択授業

時まで授業でしたが、火曜

クラスには中国人、ベトナム人、サウジア
ざいました。

夏休みの思い出
日まで韓国にあ

阿部美奈子

ラビア人がいた。皆優しく、お互い助け合
時に終わるため、放課後や休日

いながら学ぶことができた。
授業は
に様々な場所に行ってシドニーを満喫し
日から８月

る高麗大学へ短期留学に行ってきました。

と考えています。ですが成績優秀者しか行

私は７月

を食べたり、フェリーに乗って海に行った

海外で一週間以上過ごしたことがないの

る。高校の時の語学研修は初めての海外と

ず、教科書を飛ばしながらの授業でした

ので、短い時間の中で学ばなければなら

週間の交換留学プログラムに参加したい

り、世界一大きな映画館で映画を観たり、

くことができないプログラムなので、日々

ということもあり、ただ流れに身を任せて

が、当然ながら授業も教科書も全て韓国語

す。

あっという間に伸びきってしまった九月の

フィリピンの熱い熱い日差しのせいか、

ついひと月前にかけたはずのパーマが、

パーマ

で、不安なことがたくさんありましたが自

いた。もちろん様々な気づきはあったのだ

なので、韓国語の聞き取りと読み取りが韓

菅原大嗣

ブルーマウンテンに行ったりと、多くの貴

た。夜景の綺麗なオペラハウスの側で夕食

１６

の学習をしっかりしていきたいと思いま

が、心の底から楽しめたわけではなかっ

国に行く前に比べて確実に上がったという

三週間の短期集中プログラムに参加した

た。一方、今回の短期留学は自分の意志で

実感がありました。

オーストラリアに行ったのは２回目であ

申し込み、一人で現地の大学に通い、ホス

１０

2

１４ １３

分にとってとても良い経験になりました。

２０

重な体験ができた。

31

14

発行
2016 年 11 月 8 日(火)
岩手県学生会館 会館だより 第 3 号

確認していました。

のように、私は日本に生きていることを再

眺めながら、まるで自分を落ち着かせるか

らと切り落とされていく傷んだ毛先たちを

きっ」という快音と、それとともにはらは

当の高橋さんが響かせる「じゃきっじゃ

終わり。いつもお世話になっております担

年を対象とした「環境教育」です。その中

学年を対象にした「科学実験」
、そして高学

た「ＢＩＧ ＡＲＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」
、中

のは小学校低学年との触れ合いを目的とし

た。私たちのボランティアチームが行った

のために頑張るのだという決意を固めまし

の中で私は、二週間ここで現地の子供たち

で出迎えてくれました。あたたかい出迎え

さそうだな、そう思ったからでした。

紹介されて、一人暮らしのステップとして良

そもそもここに来ようと思ったのは、親に

第一高等学校・附属中学校出身です。

京大学理科一類の一年生です。岩手県立一関

改めまして、千葉義大と申します。現在東

まずはお詫び申し上げます。

ジ」を書くのをすっぽかしていたことに対し、

の時期でした。きっかけは特にないです。

か月を切ろうか切らないかというギリギリ

意したのは七月の初め、すでに出発から一

なものを強く感じていました。
「自分が何か

動が進んでいく中である種の達成感のよう

が、訪問先で出会う子供たちの笑顔に、活

で私は主に低学年の子を担当したのです

ではありましたが。

しが送れる道理も無さそう、というのが本音

活を送ってきた紐人間に、いきなり一人暮ら

フィリピン行きのプロジェクト参加を決

ただ、しいて言うなら夏休みが空いていた

をすることで、こんなにも笑顔になってく

六年間同じ校舎に通い、ひたすら無為な生

ということ、そしてどうせならせっかくの

れるんだ」という、優越感のようなもの

だ高校とのつながりが部活以外薄い」「自分

輩が初々しいけど先輩してる」「なんだかん

な四階の三年生教室」「上がいないはずの先

入った時に強く頭に残ったことは、
「暇そう

私は、中学校に二期生として入学しました。

昔話をいたします。

附属中学校の話を所望されたので、少し、

長期休暇、のんべんだらりと過ごすより、

を。

いい加減新入生とは言えませんね

最後の新入寮生紹介

（以下次号に続く）

誰かのために頑張ってみよう、それぐらい
の動機だった気がします。私が滞在したの
は、フィリピンはセブ島から約三時間ほど
の距離にあります（諸説あり）
、シキホール
という小さな島でした。別名「黒魔術師が

ひっそりとした、けれどとってもあたたか

すら知らない人さえいるという、なんとも

ごし方もわかってきて、今度から秋学期が始

舞う四月に入寮してから早半年、大学での過

光陰矢の如し、とはよく言ったもので、桜

りなどをするものだと思った自分としては、

わけでも難しいわけでもなく、てっきり先取

学校 の勉強自体は決 してもの すごく早 い

より上の、いわゆる上位層が極端に強い」で

い島でした。それは決して気候に関してだ

まっています。それにもかかわらず、「新入

最初は 拍子抜けしてい たような 記憶があ り

千葉 義大（一関第一出身）

けでなく、シキホールで出会ったすべての

寮生」と呼称することすら憚られるような今

ます。

棲む島」、フィリピンの人たちの中には存在

人たちの心でもあります。彼らは日本から

の時期になるまで「新入寮生からのメッセー

した。

来たよそ者の私たちを、明るく優しい笑顔

3
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ネット に接続できま せん。開始 から

時間

程度です。ＮＴＴ以外を利用している方には

勉学 方面だと高校生 との関わ りはほと ん
どないようなものでしたが、部活では吹奏楽
影響はありません。
～

研究部に所属していたので、比較的高校生と
日（火）

○停電のお知らせ
月

日（水）

か ら トー ク

ることとなりました。既に幹事から案内した

昨年 実施した標記交 流会を今 年も実施 す

○ＯＧ・ＯＢ交流会開催のお知らせ

で各自対策を講じておいてください。

電気設備の点検のため停電になります。各

したし、高校に関しては普通なので割愛しま
す。
入寮から半年経ってもなお、未だ知らない
とおり

月

人など も結構おり、そ う人たち とも仲良 く

から懇親会となります。

16
：
30

いると作業に時間がかかります。是非、整理

いつものことですが、室内が乱雑になって

実施していますが、人員不足から次のように

学生 会館では清掃業 務は外部 に委託し て

16

午前中

～

時間

毎週金、土曜日

清掃作業をする方を募集します。
時 間

高額の予定

3

作業日

整頓のうえご協力ください。

○アルバイト募集について

時となることでしょう。

参加してみてください。きっと、楽しいひと

くものとなるでしょう。是非皆さんも奮って

族同然の間柄を示し、その付き合いは一生続

釜の飯を食う、という言葉がありますが、家

寮生活の一番のメリットは「仲間」。同じ

セッション、

～ 各居室の煙探

11

二年 生以降はちゃん と三学年 揃ってい ま

んなに成長できるものなのか、などというこ

がいなかったことも相まって、三年間ってこ

触れ合う機会は多かったと思います。三年生

2

15
：
00

電化製 品に影響が出る 可能性が あります の

15

とを考えたこともあったような気がします。

13
：
00

18 23
：
00

2

○ＮＴＴの工事のお知らせ
掲示板でも案内しておりますが、ＮＴＴの

賃 金

月

日（水）午後インター

回線工事のため

11

男女別は問いません。月単位で継続可能な

方が望ましい。希望者がおりましたら、館長

までお知らせください。
『寄稿』

安部公房「箱男」を読んで

「きずあとだけは持っていて」 谷村行海

戦争のきずあとだけは持っていて

他には何にも持っていないずんどう

弾丸を超能力者がやってきて

くわんと曲げればくわんと雑魚だね

ポラロイドカメラのようなら人々も

季節にためらう暇はないのに

医学書に虫はしっかりついていて

（昨日と同じ虫のようだよ）

献血のたびに失う血液と

僕を一緒に覚えていてね

次号は交流会の様子をお知らせいたします。

公益財団法人岩手県学生援護会

平成二八年十一月八日発行
編集並びに発行元

学生自治会

岩手県学生会館

同

０３ （３９７２）

４４７１

４７８３

所 東京都豊島区要町二丁目５番５号
ｔｅｌ

０３ （６６７６）

住

ｆａｘ

4

11

やっていければいいのかな、などと思ってお
ります。
これからも、よろしくお願いします。

会 館 か ら の 連 絡
日（火）
13
：
30

○消防設備点検のお知らせ
月
29

知機点検のため室内に入ります。

11
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