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岡山大学職員組合では、入試業務に関連する手当を充実させるために活動を続けて

います。入試手当支給実現に向けてアンケートを実施します。以下の URL もしくは右

の QR コードから google フォームにアクセスしてご回答ください。 
https://forms.gle/7iV2uZWcuAqXvxuD7 
 

 
 
以上を踏まえ、入試手当についての皆さんのお考えをお聞かせください。多くの岡大教職員のご意見

をお伺いしたいと考えていますので、アンケートへのご協力どうぞよろしくお願いいたします。 

目次： 1：入試手当アンケートについて 2:ドッドアート講習会報告 3~4：お知らせ 5：旅日記  6：野菜三昧 

入試手当についてのアンケートを実施します！ 

アンケート期間：２０２３年２月２０日（月）～３月２０日（月） 

これまでの経緯 

2019 年まではセンター試験（共通テスト）において試験関連業務を行った教職員に一律の手

当が支給されていましたが、2020 年の試験からはその手当が廃止され超過勤務手当での対応と

なりました。2021 年に実施した団体交渉において組合は、超過勤務手当の支給は当然とした上

で、共通テストで以前と同様の入試手当の支給を求めて交渉しましたが、大学は一律の手当の支

給を認めませんでした。 
交渉の中で大学は、本来業務であっても特殊な業務については手当を支給するということを認

めたましたが、『入試業務については手当を支給するほどの特殊性はない』との認識であると回

答しました。また、どのような業務で手当を支給し、どのような業務ならは手当を支給しないの

か、手当の必要性の線引きをどこでするのか質問したところ、明確な線引きはないと回答しまし

た。 
組合では、入試業務はストレスフルな特殊な業務であると考えており、今後も入試手当の支給

を求めて要求していこうと考えています。 
 

他大学の事例 

他大学に目を向けてみると、北海道大学では入試手当が支給されています。 
 
国立大学法人北海道大学職員給与規程  別表第 16(第 54 条関係) 
https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000455.html#e000022932 
 
北海道大学の入試手当は、共通テストだけでなくすべての入試について手当が支給されていま

す。入試業務の特殊性は共通テストに限らず全ての入試について同様に言えることなので、次回

の要求では、全ての入試について手当を支給するよう求めていこうと組合では考えています。 
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小雪舞う寒い日の 2023 年 1 月 25 日（水）12:10~12:50 に、「ドットアート講習会」を開催しました。

新型コロナウイルス感染症対策として，“流行り”のオンライン（Zoom）での開催にとなりました。講

師は，サビナ・マハムド先生，6 名の方に参加いただきました。参加いただいたみなさんは，本当にあ

りがとうございました。 
ドットアートとは，台紙の上にカラフルなドット（点）を組み合わせてデザインしていくアートです。

当日は，講師のサビナ先生のご指導を受けながら，アクリルペイントを綿棒・つまようじなどを利用し

て，参加者全員で基本的なドットアートにチャレンジしました。 
講師の先生を含め参加者全員で同じ材料，道具を用いて作成しましたが，作った人の個性が反映され

るようでして，完成した作品には一つとして同じものはありませんでした。 
講習会は，サビナ先生のお人柄，参加者の皆様の熱心さで，非常に有意義な会だったと思います。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Thank you for today's dot art class. I had a very good time and learned a lot from Sabina 

Sensei. This kind of art is very relaxing and beautiful. I can see myself continuing to make 

these patterns as cards for friends. I bought similar patterned cards in Thailand and I use 

them often. Now, I can make my own! 

Have a good evening and thank you again for all of your effort in a successful activity.Kind 

Regards,（Susan Meiki） 

 

講習をありがとうございました。先生の英単語混じりのご説明も、聞いていて楽しかったです。絵の

具が乾いてしまうのをドライアップというのか、お国では丸い形自体が円満や充足を表す幸せのモチー

フなのか、など一口知識も味わいがありました。絵心がなくてもアートはできる、なせなら、絵の具を

綿棒や爪楊枝の先で点々と置くだけだから、というのは発見でした。ガイド線を敷いた紙を頂き、複数

の見本パターンを教えてもらい、パターンを組み合わせて点を打っていけば、あら不思議、模様になり

ます。外国のエスニックな点々デザインがどうやってできるのか、一端を知った気がします。色とデザ

インにセンスや親しみがあって、丁寧な作業が得意な人だったら、一層楽しめるでしょう。私は具象画

を描くのが好きなのですが、それとはまた違ったアートの入り口にご案内頂きました。（田中共子） 

 

初めてでしたが、サビナ・マハムド先生がうまくリードしてくださったので、楽しく作品を作ること

ができました。先生がコメントとして発言された「丸い点をつなげるドットアートの意味」が興味深く

感じました。瞑想に通じるものがありました！ありがとうございました。（匿名） 

1/25 ドットアート講習会を開催しました 

台紙の上に綿棒でアクリルペイントの色を置いてデザインしていきます 講師のサビナ先生 
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日時 ：３月３日（金）１２：１０～１２：５０ 

場所 ： 一般教育棟 A３１ (A 棟３階です)            地図 

講師 ： 小田泰子さん（環境理工学部、事務職員）    

      フラワーアレンジメント講師 

参加費 ： 組合員：１０００円（お花代、資材代） 

： 非組合員：１5００円（お花代、資材代） 

＊当日の組合加入の方も組合員価格でご参加できます。 

＊ハサミ（工作用）と、お持ち帰り用の紙袋 

（ホールケーキ用などの，マチ広で大きめのもの） 

をご用意ください。 

＊申し込み：２月２２日（水）まで 

＊参加希望の方は、組合までメール、お電話、学内便にてお申し込みください。 

電話：内線７１６８ メールアドレス：, info@odunion.jp  

主催：岡山大学職員組合 

＊なお、大学の活動制限指針のレベルが上がったときには、Web 開催にし、申し込みの方にご連絡します。 

 

メールでの申し込みの方は以下をご連絡ください 

お名前（     ） ご所属（      ）メールアドレス（           ）  

いずれかをお教えください。 組合員 未組合員 

 

 

組合員の皆様へ オンライン共済説明会お知らせ 
日時：2023 年 3 月 1 日(水) 12 時～13 時 
◆ zoom によるオンラインで行います。 

招待メールは、追っておしらせします。 

◆ 説明：教職員共済大学事業所職員 

内容：●「総合共済」個人賠償など 12 種類の共済金があります。 

●「トリプルガード（医療共済、 団体生命共済）」 

90 歳まで継続ができ、1 年毎に保障の見直しが可能です。 

  ＊参加された方には、弁当代としてクオカードを差し上げます。（組合員のみ） 

＊申し込み締切：2月 16 日  

お申し込みは、組合までメールにてお願いします。info@odunion.jp 

お名前（       ） ご所属（       ）メールアドレス（           ） 
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子供用品譲渡市場『これどうぞ，ありがとう』 
組合では，お譲りしたい方と，欲しいものがある方を仲立ちして， 

大学内で子供用品を有効利用する企画を立ち上げました。お譲りしたい 

物がある方は，写真と共に「メーカ名，型番，状態」の情報をください。 

もしどなたか欲しい方がいらっしゃれば，連絡を取り合うお手伝いをします。 

一方，必要な物がある方も，漠然とした要望で良いのでお知らせください。 

ページは、こちらです https://childcare.odunion.jp 
連絡先：岡山大学職員組合：info@odunion.jp 

譲る品物の「メーカ名，型番，状態，コメント」をお願いします。 

金銭のやり取りは行いません 

あなたも組合の仲間になりませんか？ 

教員の方も，事務職員の方も，パートの方も組合に入ることができます。 
加入申し込みは，各単組役員，もしくは右の QR コードからどうぞ。 
メールは，info@odunion.jp まで。 

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。 

主な活動 団体交渉，学長懇談会研究科長・各部長・病院長と交渉，講演会，学習会の開催，レク

リエーション活動，コーラスサークルなど 

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：中東靖恵 文学部准教授 内線 7426 

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。毎回簡単なストレッチで練習スタート，発
声練習，そして歌声が部屋いっぱい，公民館い
っぱい（？）に広がっていきます。みんなで楽
しく歌って身も体もほぐれ，一週間の疲れから
開放！です。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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ローカル線で行く フーテン旅日記 

第 94 回 世界遺産と野菜の産地を走る！ 

上信電鉄 

工学部職員組合 大西孝 

前号の「野菜三昧」で安場先生がネギを紹介さ

れていました。その中で「下仁田ネギ」が挙げら

れていましたが、その、下仁田（しもにた）町へ

向かう群馬県のローカル私鉄をご紹介します。 

高崎駅から下仁田駅の間を走る私鉄が、上信

（じょうしん）電鉄です。会社の名前は、上野（こ

うずけ）と信州、すなわち、高崎から長野県の佐

久地方を結ぶという壮大な計画に由来するそう

ですが、実際は県境の峠を越える手前の下仁田駅

で行き止まりとなっており、30km あまりの路線

を 1 時間程度で結んでいます。当地では先述のネ

ギのほか、蒟蒻（こんにゃく）芋の生産も盛んで、

全国的に有名な蒟蒻ゼリーの会社も沿線の富岡

市に立地しています。さらに、同市には世界遺産

の富岡製糸場もあり、地域の通勤通学だけでなく、

観光客の足にもなっています。 

高崎駅の一番端にある乗り場から、上信電鉄の

電車は発車します。下仁田行きの電車は JR 東日

本から移籍した車両で、2019 年に上信電鉄で営業

を開始しました。車体はシマウマのような塗装に

なっていますが、これは沿線のサファリパークの

広告で、他にも地域の食品会社などの広告電車も

走っています。車内はきれいに改装され、30 年ほ

ど前に作られた中古車という感じは受けません。

地方の私鉄では大手私鉄の中古車両が多く見ら

れますが、上信電鉄は継続的に独自の新型車両も

導入しており、ここでしか見られないユニークな

電車も、鉄道好きにはたまらないものです。高崎

を出ると住宅と田畑が入り交じる区間を走り、途

中の駅でも相応の乗降客が見られます。 
高崎から 40 分弱で、上州富岡駅に到着しまし

た。この駅から歩いて 15 分ほどの富岡製糸場へ

向かいます。富岡製糸場の詳しい説明は、同所の

ホームページに譲りますが、明治の初期に養蚕で

外貨を獲得するために、当時の最新技術を駆使し

て建設されたことは、各種の展示から伝わってき

ます。また、繊維を繭（まゆ）からたぐり、絹糸

により上げる機械がずらっと並んでいる様は壮

観で、上映されている映像で製造工程もよくわか

り、産業史を学ぶうえでも一見の価値があります。 
上州富岡から乗った電車は 2013 年に製造され

た最新型で、白い車体の側面には富岡製糸場をイ

メージしたレンガ風の装飾もあり、観光客を意識

したデザインです。上信電鉄で唯一ボックスシー

トを備え、乗り心地の良い素晴らしい電車ですが、

今のところ 1 本だけなので、乗れるかどうかは運

次第です。電車は遠くに鏑（かぶら）川を眺めな

がら段丘の上を走ります。珍駅名として有名な南

蛇井（なんじゃい）を出て終点が近づくと電車は

渓谷に入り、急カーブが続く山岳鉄道のような雰

囲気になります。やがて前方に印象的な形の山が

行く手を阻むように現れると、終点の下仁田駅で

す。山の向こうの長野県まで線路が延びていたら

乗りたいなあと思いながら、静かな駅前を散策し、

高崎行きの列車で戻ります。 
地方の鉄道の苦境が伝えられるなか、上信電鉄

のような独自のカラーが光る電車に乗るのも楽

しいものです。世界遺産の富岡製糸場を訪れる際

は、地域の雰囲気が感じられる電車の利用がお勧

めです。 

  
ユニークなデザイ

ンの車両が活躍す

る上信電鉄。左上の

車両は最新型、左下

の車両はサファリ

パークの広告電車

です。 

世界遺産の富岡

製糸場。工場の建

物内には、繭から

絹糸をより上げ

る機械が並び壮

観です。 

 

 

高崎駅から 1 時間

ほどで終点の下仁

田駅に到着。線路の

先には凸凹の山並

みが立ちはだかり

ます。 

 

高崎駅の名物駅弁

「だるま弁当」。山の

幸がふんだんに使わ

れ、群馬県名産の蒟

蒻も入っています。 
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野菜三昧 番外編 もやし  

－教授の真冬の自由研究 その１－ 

農学部職員組合 安場健一郎 

 つぎは 2 月だし、あまいあまいあまいスイーツ

系のネタでもと思ってたけど今年はハウスにナ

スがちょっぴり植わっている程度でほぼなーん

もない状態。せまる入稿期限。なんかないかと通

販で物色していると、なんと、1 週間でできる自

由研究「もやし」を発見！教授の真冬の自由研究

だ！あついぜっ！小学生の頃、手つかずの自由研

究を前に、つくつく法師の声を聴きながら心臓が

バクバクしてた晩夏の記憶が。。。（このパターン

多いかも） 
もやし 

 一般的なモヤシは 3種類あります。大豆もやし、

緑豆もやし、そして黒豆もやしです。一番ポピュ

ラーなのは緑豆ですが、大豆、黒豆もそれなりに

見かけることがあります。5 年ほど前、大学院の

講義で最近見たニュースを最初に話したことが

あって、モヤシの種類について話したことを思い

出します。講義の最後に持ってきたサンプル 3 種

類試食して見ろと学生にわたすと、えらく喜んで

くれました（安いけど）。モヤシで名産地といって

思い出すのは、青森県の大鰐温泉です。盛岡に住

んでいるときに、現地で買って食べたような気が

しますが、当時、このような原稿を書くことにな

るとは思っていなかったので写真もないですし、

正直味も良く覚えていません。ただ、ホームペー

ジを見ると地元のシェフの料理方法が出ていて、

温泉を吸収したおいしい大豆モヤシなのではな

いかと思います。ちなみに、緑豆は別名「やえな

り」といいます。黒豆は「ブラックマッペ」とか

「ケツルアヅキ」と呼ばれます。ケツルアヅキは、

つくばにある「食と農の科学館」の屋外圃場に植

えられていたのを見たことがあります。当時、な

んだろうこの植物はと思って調べたら、モヤシの

材料だという感じで印象的に覚えています。緑豆

も多分、同じところに植えられていたのを見たの

ではないかと思いますが、記憶はあやふやです。

緑豆はほぼ輸入でこのあたりで栽培されている

のを見ることはないかと思います。 
自由研究開始 

 とりあえず、種は入手したので、さっそく栽培

開始。過去に作ったことは自慢じゃないが無い。

大丈夫だろうか？不安。。。外を見ると今年一番の

寒波。白いのがちらついている。娘は大山のスキ

ー合宿に出かけている。1 月下旬の土曜日である。

説明書には栽培期間 1 週間と書いてある。しかし

である。よく考えてみると夏休みの自由研究を想

定しているので、こんな真冬に短時間でできるの

だろうか？と始める前から不安でいっぱいであ

る。まず、35℃のお湯で5時間豆を浸しましょう、

しばらくすると温度が下がってきますが大丈夫

とのこと。発砲スチロールのどんぶりを 100 均で

買ってきて、3 種類のマメを指示通りの温度のお

湯に浸します。３0 分経過。お湯は無情にも冷水

へと変わっていました。寒いので窓際の太陽が当

たるところにおきましたが効果は皆無だったよ

うです。真夏だと下がっても 30℃くらいではない

かと思います。大丈夫だろうか。。。7 時間後（寒

いので長めに漬けておいた）、どんぶりの底にフ

ォークでぶすぶすと穴をあけて水を抜きます。こ

れで水やりをしても下から水が抜けます。適度な

水分量になったのを確認して、別のプラどんぶり

をさかさまにかぶせて、テープで止めます。提灯

のような形になります。それを段ボールに入れて

暗くしましょうとのこと。2 つしか入らなかった

ので、一つは暗くなるようアルミホイルで覆いま

した。段ボール 1 個と銀色の提灯みたいなもの 1
個はとりあえず、食卓の下においておきます。で

かいのではっきり言って邪魔。蹴とばさないよう

に気を付けないといけません。たった、1 週間の

辛抱であります。ただ、ビジュアルがかなりあや

しい。他人にみられたら大変である。「あそこの教

授は食卓の下で怪しいものを作っている」などと

噂が広まるとさすがに出世に響く。家族には「1 週

間家にはだれも入れるな」と言明しておいた。（続

く） 
 
 
 
 
 
 
三種類のマメ。左の写真の左下：緑豆、右下：大豆、上：

ブラックマッペ。大豆も普通の大豆に比べるとかなり小さ

いです。発砲スチロールのどんぶりを買ってきて栽培を開

始しました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
パッケージ。１週間

で本当にできるのだ

ろうか。。。 

栽培風景。かなり大きくて家の中

で邪魔になります。食卓の下で栽

培開始です。銀の提灯みたいなの

がかなり怪しい。 


