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委 員 長 あ い さ つ 

執行委員長 稲 垣 賢 二 

新しい執行委員会を代表して，日頃からの組

合員の皆様のご協力に感謝し，ご挨拶を申し上

げるとともに，引き続きのご支援をどうぞよろ

しくお願い致します。 

 

岡山大学に採用されて

32 年になりますので，最

近は定年退職される方と

話をする機会が多くなり

ました。そうした際に岡山大学は採用された頃

より良くなったのか，悪くなったのかが話題に

なります。良くなったと言いたいところですが，

残念ながら後者の意見が多いです。確かに研究

科の数は増え，大学構内の「見栄え」はとても

良くなりました。しかしながら内情は別で，研

究費が足らず実験できない，高額機器はおろか

汎用機械も買えない，学生当積算校費がわずか

すぎて学生実験の経費すら捻出できない，と言

った状況です。研究室の環境が悪化したのは特

に法人化後が顕著ですが，「大学改革」に追われ

落ち着いて教育研究が出来ない。基盤校費の激

減で研究費がないという意見が多く聞かれま

す。こうした状況を作った原因として歴代内閣，

文部科学省の高等教育政策が間違っているこ

とは確かでしょう。しかし，それに乗っかって

「学長の積極的なリード」のもと，足許を固め

ないまま「大学改革」に躍起になったことが，

余裕のない職場を作った原因だと思います。最

近では, 訪ねてきた知人に「岡山大学，綺麗な

キャンパスで素敵な大学ですね」と言われると，

素直に喜べない複雑な心境になります。 

 

今年の 2 月に発行された週刊「東洋経済」2

月 10 日号に『大学が壊れる』と言う大見出し

のもと，科学立国の劣化，地方国立大学の悲惨

な内情を訴える特集が掲載されました。「いび

つな大学改革と競争制度 地方国立大学の危

機的貧困」と題したページに，当時岡山大学大

学院医歯薬学総合研究科教授の田中智之氏が

「研究室を維持するためには年間500万円は必

要だが大学からの予算は 50 万円しかない。」と

嘆きの声を上げています。文部科学省が先導し

てきた大学改革や競争的制度導入による地方

国立大学の危機的な状況を告発したこの記事

は話題を呼び，掲載誌は岡山大生協書籍でも数

十冊売れる大ヒットとなりました。大学関係者

でこうした意見に共感する声は多いと思いま

す。 

 

岡山大学は文部科学省高等教育局が 2016 年

度予算の概算要求時に付した国立大学重点支

援の３類型の区分では「世界トップ大学と伍し

て卓越した教育研究を推進」する 16 大学に入

ってはいますが，研究を落ち着いて行える環境

になく，更に「60 分授業，4 学期制」の導入で

教育負担が 1.3 倍化したことから，研究時間を

更に削らざるを得ない状況に追い込まれてい

て，岡山大学の教育研究環境は危機に瀕してい

ます。『岡山大学が壊れてしまう』？前に何とか

手を打ちたいものです。 

 

多くの問題が山積する岡山大学

において，各部局からの教職員が集

まり，それぞれの異なる立場から意見を交換し，

議論を深めることのできる職員組合は，岡山大

学の貴重な財産です。岡大職組を発展させ，教

職員の労働・教育・研究環境の改善を要求して

いくことにより，岡山大学の発展にも大きく貢

献したいと考えています。今後も組合活動への

御支援を宜しくお願いします。  
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新三役紹介 

大橋 功 副委員長（教育学部） 

この度，木村功先生の後任として副委員長を

担わせていただきます大橋です。教育

学部で美術教育を担当しております。

今後ともよろしくお願いいたします。 

私は，2011 年，あの東日本大震災のあった年

にこの岡山大学に採用されました比較的新し

い組合員です。とは言うものの，大阪での中学

校教諭時代には 13 年間日本教職員組合に所属

していました。ですので，現在の教職員の処遇

や，教育制度の適正化，教科書の無償化など，

組合の果たしてきた役割が小さくないことは

理解しています。 

組合は，労働者の命と生活を守る大切な組織

です。今も雇用の問題，福利厚生の問題，大学

の制度改革など，財源不足という錦の御旗（？）

の下，一方的に改悪，削減が行われています。 

「無い袖は振れない」というのは雇用してい

る側の無能と無責任の象徴です。もちろん，私

たち自身が合理的な努力を惜しまず，大学当局

と共により良い職場づくりに努力しなければ

なりません。 

しかし，私たちの職場は，これから世界に羽ば

たき，より良い未来を担っていく若者たちを輩

出する大学です。そのために必要な教育と研究

を守るためにも，闘わねばならない課題は山積

しています。私自身，組合の活動に十分な労力

が割けない情けない状況にありますが，可能な

限り組合が，共により良い岡山大学を，そして

未来を築いていくための組織として力を高め

ていく一助となればと思います。 

 

役員一覧 
 

執行委員長 稲 垣  賢 二 農学部 

副委員長 五十嵐 潤美 全学教育 

〃 小 河  達 之 医学部 

〃 大 橋   功 教育学部 

〃 高橋 裕一郎 理学部 

〃 中 富  公 一 法文経 

〃 藤 原  貴 生 理学部 

書記長 笹倉 万里子 工学部 

執行委員 長 畑  秀 和 法文経 

〃 吉 岡  伸 一 〃 

〃 上 森   武 工学部 

〃 大 西   孝 〃 

〃 飯 田  洋 介 教育学部 

〃 大 竹  喜 久 〃 

〃 花 谷   正 理学部 

〃 宗正 晋太郎 農学部 

執行委員 松 本  拓 也 附属学園 

〃 三村 悠美子 〃 

〃 大 杉  博 幸 医学部 

監査委員 諸 田  大 輔 教育学部 

〃 山 川  純 次 理学部 

選挙管理委員 川 崎  慎 司 〃 

〃 鶴 田  剛 司 農学部 

 

執行委員紹介 
 

法文経単組 長畑秀和（経済学部） 

今年度，法文経単組の委員長を務め

させていただくことになりました，経

済学部の長畑秀和と申します。岡山大学には 26年

位勤務していて，もう 2 年で退職になります。岡

山玉野の生まれです。4 学期制と 60 分授業の大

きな変化への対応で大変な時ですが,何か良くな

る方向になることにお役に立てればと思います。

委員の方々との対話を通じて職場の環境の向上,

親睦活動の活発化等が図れるようになればと思

います。 

 

教育学部単組 大竹喜久 

前回（2012 年）に続き、2 度目の執行

委員を務めさせていただくことになりま

した。政治的な話にはなかなかついて行けず、発

言を求められれば頓珍漢なことしか言えずとい

った感じであり、合理性、スピード、言語（ロゴ

ス）といった近代的価値にはなかなかついていけ

ません。抽象的な議論への参加も苦手です。とい

うことで、執行委員としては無力感からのスター

トになりますが、地に足をつけて、自分の実感で

きるところで、職員間のつながりをゆるやかに、

ゆっくりつけていくことに貢献できればと思っ

ています。1 年間よろしくお願いいたします。 
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教育学部単組 飯田洋介 

この度、教育学部単組の書記長を務めさせてい

ただくことになりました飯田洋介と申します。岡

山大学に着任して 8 年目、単組の執行委員として

は 6 年ぶり二度目、連合体の執行委員としては初

登板となります。「鉄血宰相」と呼ばれ、労働者に

対しては「アメとムチ」で対応したプロイセン・

ドイツの政治家ビスマルクを専門に研究してお

ります。そんなビスマルク研究者に今回のお役目

が務まるのだろうかと不安が拭えませんが、皆さ

まのお力添えやご指導を賜りながら、我々の置か

れている状況を少しでも改善すべく、微力を尽く

す所存です。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

理学部単組 花谷 正 

今年度，理学部単組の執行委員長を務めること

になりました花谷です。私は理学部出身で所属は

全学教育・学生支援機構（基幹教育センター）に

移りましたが，組合ではずっと理学部単組にいま

す。連合体には久しぶりの参加となります。連合

体に出入りすると大学全体の動きがわかるだけ

でなく，普段考えてもみなかったことに気づかさ

れ大変勉強になります。ここは学内の各部局から

集まった教職員が，異なる視点・異なる立場から

意見交換したり情報共有したりできる貴重な場

だと思います。単組から問題点を連合体に提起し

たり，逆に連合体から単組に持ち帰ったりしなが

ら，両方に貢献できるようがんばりたいと思って

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

理学部単組 味野道信 

理学部単組に所属していますが，グローバル・

ディスカバリー・プログラム担当で，自然科学研

究科（理）は兼担になります。岡山大学との付き

合いは長く，昭和 56 年に学部生として入学しま

した。食事や売店などの福利厚生施設は便利にな

り，新しい建物が建築され教養教育棟周辺の歩道

は広くきれいになりました。反面，巨木はずいぶ

ん減った気がします。当時，講義室にエアコンは

無く，7 月 11 日から 9 月 10 日まで夏休み期間で

した。猛暑が今後も続くのであれば，7 月下旬か

ら 8 月は休みにした方が，光熱水代は有利なので

はと，個人的に感じています。異常気象をはじめ

想定外の出来事が起こる中で，教育研究活動を継

続的に発展させるために，少なくとも心に余裕を

持った状態で活動できる環境を目指したいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

農学部単組 宗正晋太郎 

平成 30 年度の連合体の執行委員と農学部単組

の書記を務めさせていただくこととなりました，

宗正晋太郎と申します。農学部で植物の環境スト

レス耐性機構に関する研究をしております。連合

体の執行委員は今回が初めてです。組合活動につ

いて全く知らないことばかりですので，これを機

に勉強させていただきたいと思います。色々とご

迷惑をお掛けするかと思いますが，どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

附属学園単組 三村悠美子 

今年度，附属学園単組の執行委員長を務めさせ

ていただきます，附属中学校の三村悠美子です。

附属中学校勤務は 5 年目で，これまでも単組の執

行委員は務めたことがありますが，執行委員長は

初めてです。この機会に，大学職員組合連合体へ

の参加を通して，多くのことを学べたらと思いま

す。 

附属学園としましては，今年度も，附属学園の

運動会に向け，ポロシャツまたはマフラータオル

の配布や，附幼・小・中学校ごとにレクリエーシ

ョンを企画・実施するなど，親睦を深めていると

ころです。現場の声にしっかりと耳を傾け，快適

な職場づくりに少しでも役に立つことができれ

ば，と思います。どうぞ一年間よろしくお願いい

たします。 

 

附属学園単組 松本拓也 

今年度，附属学園単組の執行委員を務めさせて

いただきます，附属小学校の松本拓也です。今年

度役目をいただいてから，様々な取り組みが組合

の中でおこなわれていることを知り，パイプ役と

して１年間頑張らせていただきたいと感じてい

るところです。十分な働きができておりませんが、

現場の声にしっかり耳を傾け，快適な職場づくり

に少しでもお役に立つことができれば，と思って

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

組合合唱団で一緒に歌いませんか？ 
こんにちは！職員組合合唱団です。合唱団では月に

3回，金曜日の夕方 6時から北公民館で練習をしてい

ます。レパートリーは世界や日本の名歌から心にジー

ンとくる懐かしい歌まで，様々な曲で合唱を楽しんで

います。一度，覗いてみてください。お待ちしており

ます。お問い合わせは，組合（内 7168）まで 
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6/27 安全保障技術研究推進制度を含む軍事研究助成への対応に 

関する要求書への回答が届きました 

 

防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度への応募を巡って，各大学でさまざまな対応

が取られています。日本学術会議は「軍事研究を行わない」という声明を堅持し，軍事研

究かどうかを審査する審査委員会を設置するよう提言しています。岡山大学職員組合は

この日本学術会議の提言に沿う対応を行うよう 2018 年 5 月 9 日に岡山大学に要求書を

提出しました。それに対し 2018 年 6 月 27 日に以下の回答が来ました。 

 

 

要求事項： 

1. 岡山大学の基本方針として「軍事研究を行わない」ということを明確にすること。 

2. ある研究が軍事研究であるかどうかを審査する審査委員会を設置し、防衛省（含む防衛装備庁）

関連の研究助成に申請する際には必ずその審査委員会の審査を受けることとすること。 

3. 審査委員会の委員には申請する研究の分野の専門家が少なくとも複数名いる構成とすること。 

 

（要求事項１．についての回答） 

岡山大学はその理念を「高度な知の創成と的確な知の継承」とし，高度な知の創成（研究）と的確

な知の継承（教育と社会還元）を通じて人類社会の発展に貢献することとしています。 

また，岡山大学の目的は，“人類社会の持続的進化のための新たなパラダイム構築”であり，自然と

人間の共生」に関わる，環境，エネルギー，食料，経済，保健，安全，教育等々の困難な諸課題に対

し，既存の知的体系を発展させた新たな発想の展開により問題解決に当たるという，人類社会の持続

的進化のための新たなパラダイム構築を大学の目的としています。 

すなわち，これら理念，目的の下で行われる岡山大学での研究活動は，人類社会の発展，福祉，安

全等に貢献することを目指しているものです。 

こうした研究活動の成果である科学・技術の使い方によっては，人類の発展や福祉，社会の安全等

に貢献する場合と，それを損なう場合，いわゆるデュアルユースの問題があります。そうしたデュア

ルユースの可能性のある科学・技術は極めて幅広いものと考えられますし，さらにそうした科学・技

術を生み出すための活動である研究活動，さらに基礎的な研究活動においては，利用されるどのよう

な科学・技術に発展し，デュアルユースの可能性を生じるかを見極めることは困難であろうと考えま

す。 

なお，科学・技術のデュアルユース問題については，化学兵器禁止条約，生物兵器禁止条約，核兵

器不拡散条約等の国際的な枠組みやそれらを踏まえた国内法令により規制されているところであり，

本学もこれら法令順守のための学内規程等を整備し，運用しているところです。 

以上のようなことから，本学としては，研究活動を行う上では，岡山大学の理念，目的，研究ポリ

シー，各種規程等を踏まえた上で行われることを基本とした上で，その成果がデュアルユースの可能

性のあるとしても，このことから研究活動を制約することは考えておりません。 

 

（要求事項２．及び３．についての回答） 

明らかに申請要件を満たしてないものなどについては，検討の場を設ける必要もないこともありま

すので，「必要に応じて関係者からなる検討の場を設ける」としているところです。 

また，役員会決定がなされた以降の２回の公募においては複数の関係者の参加を得た検討の場を設け

ていますので，今後もこのような形になると考えています。 
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「デュアルユース」とは軍事用

にも民生用にも使える技術の総

称ですが，研究を行う立場からす

ると「軍事にも応用可能な民生研

究」と「民生にも応用可能な軍事研究」は根本的

に研究の目的が違います。前者は軍事研究ではあ

りませんが後者は軍事研究でしょう。それをこと

さらに「デュアルユース」という言葉で一括りに

することによって軍事研究と民生研究の境界を

あいまいにしていると考えられます。 

岡山大学は「デュアルユース」という名に隠れ

て行われる軍事研究をきちんと見分けるべきで

はないでしょうか。そのためにきちんとした審査

委員会を設けるべきでしょう。それが日本学術会

議が提言していることです。 

岡山大学の回答では審査委員会という形では

ないけれども「複数の関係者の参加を得た検討の

場を設けています」となっています。しかし，組

合の質問に対する 2018 年 3 月 12 日の回答（組

合だより 220 号に掲載）によればその検討の場で

どのような検討が行われたのかを示す文書はな

いということです。これでは「きちんとした検討

の場」とは言えないのではないかと考えます。 

2018 年 6 月に北海道大学が防衛装備庁の助成

を辞退したことを複数の新聞が報じました。学問

の自由への介入を懸念する日本学術会議の声明

を踏まえて決定したとのことでした。これまで受

けていた助成金を途中で辞退するという決断で

す。岡山大学の対応に注目したいところです。 

 

 

ご存知でしたか？ 名誉教授に駐車パスカード 

岡山大学では 2017 年 9 月 1 日より名誉教授に

は駐車パスカードを発行することができるよう

になっています。それにより名誉教授はパスカー

ドの交付料 2000 円を支払うことで岡山大学に無

料で駐車できるようになります。このパスカード

には有効期限は定められていません。 

なぜこの制度ができたのかその経緯を大学に

質問しました。 

2017 年 5 月に行われた「名誉教授との懇談会」

において名誉教授から駐車料金を無料にして欲

しいという意見があったことが発端だというこ

とです。その後「名誉教授に対しては、それ押送

の配慮や感謝の意を示すための特典を付与する

ことが必要なこと、他大学においても一定の特典

を付与していること」（大学からの 2018 年 6 月

27 日付回答書より）などから発行料のみをいただ

いてパスカードを発行することを学長裁定で決

定したとのことです。 

大学は，もともと名誉教授が来学する際，駐車

料金を支払うケースは稀である（出身部局を訪問

する際は部局などから駐車サービス券を交付し

ている）ので無料パスカードを交付しても大きな

減収はないと判断したということです。ちなみに

2016 年度の駐車場収入は約 4621 万円，2017 年

度の駐車場収入は約 4564 万円です。2016 年度に

比べて 2017 年度は入構許可証の交付延べ台数が

1,279 台減少したことにより減収となったと大学

側では分析しています。 

現在岡山大学では，教職

員に対し基本的には通勤距

離が 5Km 以内の場合は駐

車許可を出しません。ただ

業務上必要な場合や身体に

障害がある場合，保育や介護上必要な場合には

5Km以内でも駐車許可が出ます。年間の駐車料金

は 12,000 円です。またそれ以外にも業務に必要

な場合には無料の駐車サービス券を部局でもら

うことができます。例えば本学主催の学会・会合

などの場合，あるいはその準備のために自動車が

必要な場合，非常勤講師で交通費相当手当を支給

されていない場合には駐車サービス券を使用で

きます。一時的に有料で駐車する場合には最初の

1 時間は無料，その後 1 時間ごとに 200 円で 1 日

最大料金は 1,000 円となっています。 

 

無料法律相談 『ユニオン』をご利用ください 

セクハラ，アカハラなどの労働環境問題，ある

いは個人的な問題でも結構です。プライバシー

を厳守するために，組合執行部とは別組織であ

る人権部が相談を受け付けています。法的な相

談をしたい組合員のために顧問弁護士を置き，

希望者には，最初の弁護士相談を無料で受けら

れる「ユニオン」を設けています。法律相談は，

随時，弁護士事務所で行います。相談を希望され

る方は，人権部までお申し込みください。 

連絡先：竹島あゆみ 文学部教授 内線 7394 
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雇用 5年を超えた有期雇用・非常勤職員の皆さん 

無期雇用転換の申し込みはお済みですか？ 

労働契約法の改正により、有期労働契約が繰り

返し更新され通算 5 年を超えた場合、労働者が申

し込めば、期間の定めのない労働契約（無期雇用）

とすることができるようになりました。2013年

4 月から数えて、同一使用者に雇用された期間が

5 年を超え、更新回数が 1 回以上ある方には、無

期転換申込み権が発生しており、雇用者は申し込

みを拒否することはできません。岡山大学でも

2017 年に非常勤事務職員・技術職員などにこの

法律を適用する事を決定しました。 

無期雇用となるには、労働者自身が申し込みを

する必要があります。新しく定められた「国立大

学法人岡山大学職員無期雇用契約転換申込みに

関する要項」によると、5 年を超えた雇用契約期

間が満了する日の２箇月前までに所定の様式で

提出することになっています。自分の労働条件通

知書などを確認して

ください。契約期間

が定められている場

合は、「更新可」とな

っていても、無期雇

用になるためには申

込みが必要です。期限内に上記要項に定められた

「別紙様式１」に記入して部局の担当者に提出し

てください。 

組合へ寄せられた情報によると、既に手続きが

進められている部局、まだ始まっていない部局が

あり、部局によって対応は様々です。もし皆さん

の職場で、まだ何の手続きも進んでいないようで

したら、一度、部局の担当者に問い合わせてみて

ください。要項や様式の入手に問題があった場合

は、組合にご相談ください。

  

あなたも組合の仲間になりませんか？ 

教職員の給与・労働条件は，労使交渉で決まります！ 

一人でも多くの皆様が加入していただくことで，労使交

渉における組合の発言力は大きくなり、よりよい労働条

件を実現していくことができます。 

お申し込みは、各単組役員、もしくは組合事務所まで。

メールからも、お申し込みできます。 

岡山大学職員組合 ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp 

～ 長島愛生園を一緒に訪問しませんか ～ 

風光明媚な瀬戸内海の島々の中に，ハンセン病の人たちが強制収容された長島愛生園があります。 

ここの歴史館を訪問し，園長先生との交流を企画しています。 

 

とき：９月１６日（日）午後 12時 法文経講義棟玄関前に集合 

１２：１５ 岡山大学津島キャンパス発 

１３：２５ 長島愛生園着（園長の話、歴史館見学、園内散策） 

１６：００ 長島愛生園発 

１７：００ 岡山駅着 

１７：２０ 岡山大学津島キャンパス着 

参加費（弁当付き）：3000円 

締め切りは、9月 3日 

お申し込みは、各単組役員もしくは組合まで ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp 

岡山大学職員組合加入申込書 

（各単組役員もしくは組合事務所宛に提出してください） 

岡山大学職員組合に加入します。 

同時に組合費の口座引き落としに同意します。 

 

氏名：                   

性別： 男 ・ 女 

所属：                   

連絡先：（内線・E-メールなど） 

                      

きりとり 
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ローカル線で行く！フーテン旅行記 

第５４回 茨城県から眺める太平洋！ 

鹿島臨海鉄道（後編）大洗鹿島線 

工学部単組 大西孝 

茨城県の沿岸部を巡る旅。今回は沿岸部を南北

に走る鹿島臨海鉄道，大洗鹿島線（おおあらいか

しません）をご紹介します。鹿島臨海鉄道は，そ

の名のとおり鹿島臨海工業地帯で貨物列車を運

行する会社でしたが，1980 年代に巨額の赤字で

苦しむ国鉄が運営する予定で建設されていた路

線を引き受けて大洗鹿島線として開通させまし

た。この路線は水戸市から大洗町を経て太平洋

（鹿島灘）に沿って南下し，千葉県境に近い鹿島

市へ至ります。大洗鹿島線の終点は鹿島アントラ

ーズの本拠地の最寄駅，鹿島サッカースタジアム

駅ですが，この駅はサッカーの試合がある日しか

列車が停車せず，すべての列車が JR 東日本の鹿

島線に乗り入れて，一つ先の鹿島神宮駅まで直通

しています。 

大洗鹿島線の大洗駅は，前回ご紹介した「ひた

ちなか海浜鉄道」の那珂湊（なかみなと）駅から

5km 程度の位置にあり，両駅の間は路線バスで移

動できます。那珂湊駅を出た路線バスは太平洋に

向かって走ります。アクアワールド大洗という大

型水族館まで来ると，バスの車窓一面に太平洋が

広がります。大洗の市街地に入る前に，バスは海

岸に沿って走りますが，海上の岩には波に洗われ

る鳥居が見えます。これは大洗磯前神社の上磯の

鳥居で，さらにバスが進むと，道路上にも大きな

鳥居がそびえたっています。鳥居をくぐり市街地

を抜けると大洗鹿島線の高架橋が見えてきます

が，路線バスは大洗駅の前には寄らず，少し離れ

た「大洗駅入口」というバス停で降り，駅まで数

分間歩く必要があります。 

大洗駅は女子高生のアニメキャラクターがあ

ちこちに飾られており，にぎやかです。大洗町が

「ガールズ&パンツァー」という人気アニメの主

要な舞台となったためで，茨城新聞の報道による

と，アニメの効果で鹿島臨海鉄道は 2016 年度に

2 期ぶりに黒字に転換し，大洗町へのふるさと納

税が大幅に増えるなど，地元への経済効果は大き

いようです。鹿島臨海鉄道にもアニメのキャラク

ターが描かれた車両が 3 両あり，運行予定は同社

のホームページで公開されています。筆者はアニ

メに疎いですが，ローカル線が全国的に脚光を浴

びるのは喜ばしいことです。大洗駅から水戸駅ま

では列車で 20 分程度，海は見えませんが高架か

らのんびりと田園風景を眺め，水戸に着いたら名

物の納豆定食に舌鼓を打つのも一興です。 

大洗鹿島線の沿線には，もう一つ，面白い駅が

あります。大洗駅から鹿島神宮行の列車に乗り，

海を眺めながら南下すると到着する駅は「長者ヶ

浜潮騒はまなす公園前」。ご覧のとおり，大変長い

名前の駅で，熊本県にある南阿蘇鉄道の「南阿蘇

水の生まれる里白水高原」と並んで，日本一長い

駅名（ただし平仮名書きだと，両者とも同じ 22 文

字ですが，漢字も使うと南阿蘇鉄道の方が 1 文字

多い）を誇ります。駅名板にずらりと平仮名の駅

名が続く時は圧巻で，一見の価値はあるでしょう。

ここからさらに 10 分少々列車に乗り，鹿島神宮

駅まで行くと，荘厳な雰囲気の鹿島神宮に参拝で

きます。 

2 回にわたる茨城県の沿岸部の旅はいかがだっ

たでしょうか。地元の美味しいものが食べられ，

美しい海をゆっくりと眺められるのも，ローカル

線の旅の醍醐味です。 

  

大洗鹿島線を走る列

車の南の終点は鹿島

神宮駅。駅から 10分

程度歩くと，古くか

ら信仰を集める鹿島

神宮へ参拝できま

す。 

水戸といえば納豆！

納豆定食では納豆オ

ムレツや納豆のかき

揚げ，しらすと梅肉

を和えた納豆など，

多様な納豆の食べ方

を楽しむことができ

ます。 

アニメのキャラクタ

ーが大きく描かれた

鹿島臨海鉄道のディ

ーゼルカー。運行予

定は同社のホームペ

ージで公開されてい

ます。 

那珂湊から大洗へ向

かう路線バスから眺

める太平洋。右下の

岩の上に，大洗磯前

神社の鳥居が小さく

見えます。 



２０１８年 ８月２７日 組合だより ２２４（8） 

 

 

全大教第２９回教職員研究集会 

日時：9月１４日（金）１３時～１６日（日）正午 
１６日（日）午後エクスカーション 

場所：岡山大学津島キャンパス 文法経講義棟 

全体テーマ「大学・高等教育の未来 
～加速する政府主導の大学改革を超えて」 

記念講演 「大学改革・再編統合をどうとらえればよいか 
～政府の考え方と大学の自律的改革（仮）」 

寺脇 研（京都造形芸術大学教授・元文部科学省） 
 

分科会 A分科会 １４日 １６：００～１７：３０  １５日  ９：３０～１２：００ 

Ａ１：高等教育政策 －政府主導の大学改革を超えるために－ 

Ａ２：教育実践―「上からの（残念な）改革」と「現場の工夫」をシェアしよう 

Ａ３：賃金・労働条件問題 

Ａ４：男女共同参画 

Ａ５：教員養成系大学・学部問題 

Ｃ分科会（自由セッション）         １５日 １２：３０～１４：３０ 

Ｂ分科会 １５日 １５：００～１７：１５  １６日  ９：３０～１１：４５ 

Ｂ１：組合の拡大と強化―大きく、強く、楽しい組合をめざして― 

Ｂ２：教員の待遇・労働条件と教育研究環境 

Ｂ３：事務職員（全大教事務職員交流集会 

～事務職員の組織率向上と運動充実のために～） 

Ｂ４：技術職員～昇格改善実現に向けて～ 

Ｂ５：非常勤職員 

Ｂ６：大学共同利用機関 

Ｂ７：附属学校 

参加費：無料 

９／１４ 懇親会：２０００円 

９／１５ 昼食弁当：８００円（要予約） 

お申込みは、各組合役員または組合事務室に、 

お電話、ＦＡＸ、メール、学内便でお願いします。 

ＴＥＬ：０８６－２５２－４１４８（内線７１６８） 

メール：ODUnion@mb4.seikyou.ne.jp 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ きりとり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

岡山大学職員組合行    教職員教研集会（９／１４～１６）申込書 

参加予定に○をお願いします 

記念講演 A分科会 B分科会 C分科会 
９／１４ 

懇親会 

９／１５ 

昼食弁当 

９／１６ 

エクスカーション 

 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７     

お名前           ご所属               

＊エクスカーションのお知らせ＊ 

風光明媚な瀬戸内海の島々の中に，ハン

セン病の人たちが強制収容された長島愛

生園があります。ここの歴史観訪問や園

長先生との交流を企画しています。 

とき：16日（日）１２時集合 

集合場所：法文経講義棟玄関前 

参加費：￥3000円（お弁当込） 

締め切り：9月 3日 

詳しくは 6面をご覧ください。 

みなさま、 

ご参加ください 


