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退職雑感 

                            
人文社会科学部門教授   加藤 勉  

               
 
昭和 50年に高知大学文理学部の助手として着任以来 39年が過ぎ去りました。当時の文理学部棟は木

造二階建て。研究室は二人部屋であったと記憶しています。現在放送大学学習センターが入っている建

物が図書館で、今では本当に背が高くなったワシントン椰子はまだまだ若木だったのを懐かしく思い出

します。 

教授会では学部改組関連の議題が多かったはずですが、新任の身としては「ガクブカイソ」という耳

慣れない言葉の意味がなかなか理解できず、いくら説明を聞いてもちんぷんかんぷん。これは大変なこ

とになったと思いながら、議論や会議報告を聞いていました。思えば、その後絶え間なく続く大学改革

の序章だったわけですが・・・。 

大学生になったのが、大学入試特異点の 1969 年。教えられる側から教える側に回ったのは、そのわ

ずか 6年後。一体自分をどこに位置付けたらよいのか、答えらしきものを出すのにずいぶん苦労をしま

した。とにかく学生諸君といろいろ話をしなくてはと、一人暮らしの気楽さから徹夜で一緒に遊んだ

日々は数知れず。良くも悪くも教員生活の出発点は当時の生活にあったと実感しています。 

自分の興味の中心は最初英文法にあり、学生時代は、生成文法が日本にも広まりつつあった時代で、

当然のごとくその影響下で育ちました。深層構造に表層構造と、理論的仮構物満載の言語理論で英語統

語論の研究をしていたわけですが、統語事象の原理的説明がなされてもなんとなく何か足らないと感じ

ていたのも事実でした。言語の理論的研究とはそんなものだろうと考えていた時期もあったのですが、

興味は徐々に言語的意味に傾いていきました。 

意味事象は、かたちのないものなので、捉えどころがなく、そもそも言語の意味とは何かに関してさ

えも研究者意見が一致しないのが実情でしょう。論理的な意味から、情的意味、さらには言語使用に伴

う意味から文化的意味まで、一体その広がりはどこまで続くのだろうと考えざるをえません。 

現在はそんな「意味の海」でおぼれかかっている状態。なんとか、泳ぎ回りたいものですが、まとわ

りついてくる意味の重みに抵抗するのが精一杯。とはいえ、これはこれで楽しいのですが・・・。当分

はこんな調子で言葉の意味を考えようと思っています。 

このごろアドバイジーの学生諸君によく話すのは「自立」と「自律」について。もちろん自分への戒

めをこめて話すわけですが、大学生であればまずこの二つのことを考えてほしいと思います。少子化時

代においては、どちらもそれほど要求されないかもしれないとはいえ、大学で学びよき社会人となるに

は、最低限身に付けるべきことでしょう。 

素晴らしい同僚の方々と優れた学生諸君に囲まれて、退職の日を迎えることができたのは、本当に幸

せなことだと思います。これから自分の人生に最後の意味付けをしなくてはならない者としては、在職

中の経験は本当に貴重なものになると思います。 
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高知大学は今後も変わり続けるのでしょうが、なにはさておいても「学生第一の大学」あって欲しい

と思います。現在のテクノロジーをもってすれば、教員のいない大学は可能かもしれませんが、どう考

えても学生のいない大学はありえないわけですから、何事も学生第一に考えるのが一番自然であること

は間違いないはず。 

退職後の 2年間は再雇用大学教員としてお世話になりますが、ひとつでも高知大学のためになること

ができればと考える今日この頃です。 
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退職にあたって 

                            
人文社会科学部門教授  上岡 克己  

               
 
2 年間の再雇用期間を残すので、定年退職という実感はないが、一応の区切りの歳を迎えたという意

味で、この「寄稿」は自らの大学教員生活を振り返る貴重な機会となった。 

 思えば高校卒業後、大学紛争の影響をまともに受け、東大入試中止という社会の荒波に洗礼される第

二の人生が始まった。それが幸か不幸かは結果論にすぎないが、アメリカの詩人ロバート・フロストが

“The Road Not Taken”でいみじくも謳っているように、分岐点に出くわした時「あまり人の通らない

道」（困難な道）を選び、それが後の人生に大きな意味を持ったと語る。この詩は大変有名なもので、

後に世界を変えた本の一冊と称されるレイチェル・カーソン『沈黙の春』でも引用され、現代の人々に

環境に優しい「べつの道」“The Other Road”を進むよう促すことになった。私自身がより困難な道を

選択したかは疑わしいが、いくつかの分岐点で選択を余儀なくされたことは確かなことである。 

 大学院でアメリカ文学を専攻した後、最初に赴任した大学は岡山大学教養部であった。交通の不便な

（新幹線はなく、もちろんパソコンもない）当時、東京を離れ地方大学に赴任するのは自らの研究を犠

牲にするものと同級生から言われたが、実際赴任してみると古きよき教養部の姿――自由闊達な精神―

―がまだ残っていた。当時は旧制高校出身の教授たちが一番上の世代におり、先生たちの教養の深さ、

高尚で高潔な性格に感銘した。決して研究で名をなしたわけではないが、幅広い教養に裏打ちされた授

業は学生を鼓舞するのに十分だった。自分もいつの日かこのような先生になりたいと思ったものである。 

 岡山で 9 年を過ごした後、郷里にある高知大学人文学部に転出した。それから 28 年間、教養部とは

違う専門科目を教える機会を得た。学生はまじめによく勉強した。一方自分の方は様々な分野に手を出

し結果はついてこなかった時期が続き、やっと見つけた研究対象が 19 世紀の作家ヘンリー・デイヴィ

ッド・ソローである。『森の生活』や『市民の反抗』で日本でもよく知られた作家だ。ソローに熱中し

て 2冊の著書を上梓することになったのは、幸運なことだった。さらに幸運だったのは、ソロー研究を

通して思わぬ研究分野が存在することを知ったのである。ある出会いが私の研究テーマを大きく飛躍さ

せた。ちょうど研究の分岐点に遭遇していた時と重なる時期だった。 

 1992 年、フルブライト交換教授で来日していたネヴァダ大学のスロヴィック教授は前年アメリカで創

設したＡＳＬＥ－ＵＳの日本支部をつくろうと日本各地を飛び回っていた。彼が 30台半ばで初代会長

に就任したのにも驚いたが、その精力的な活動には日本にはない清新さがうかがわれた。私自身も自然

や環境と文学の関係に興味を持っていたので、請われるがままにＡＳＬＥ－Ｊａｐａｎ（文学・環境学

会）の創設に関わった。長老が支配する学会とは異なり、若き俊英たちの集いは後に大きく花開くこと

になった。そしてソローがこの文学ジャンルの原点であることを知り、いまさらながら幸運としか言い

ようがない。また思わぬ副産物が生まれた。それは文学と環境研究の分野（当時はネイチャーライティ

ングと称されていた）ではしばしば「国立公園」が登場する。調べてみるとアメリカの国立公園に関す
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る研究が日本にはほとんどないことを知った。文化と環境が複雑に交差する国立公園の存在は十分研究

に値すると思い、数年かけて書き上げたのが『アメリカの国立公園』であった。ちょうど 50 歳前後、

活力と熱意だけで突っ走った実りであった。 

 研究の分岐点に差し掛かると同時に、大学も大きな嵐を受け、分岐点を迎えた。教養部の廃止や大学

の法人化は、大学から自由と想像力を奪っていった。またいつの日か、大学が正常を取り戻し、本来の

大学の使命を果す日が来ることを祈りつつ、今までお世話になった多くの方々に感謝申し上げる。 
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退職にあたって 

                            
教育学部門教授  那須 恒夫  

               
 
私は昭和 60年 10月 1日付で高知大学教育学部に講師として採用され、以来、定年退職を迎えるまで

の 24年間、生活の大半を高知大学での教育・研究という旅を日常的に続けてきたように思います。 

このたび定年退職の期を迎え、これまで自分が歩んできた道のりをふと立ち止まって思い起こしてみ

ますと、遠い過去のことの多くは脳裡から忘れさられてしまうのが自然ですが、心のどこかに残された

刻印の深さによって、30数年前のことであっても、当時の出来事が一瞬の場面に凝縮されて思い出され

ます。 

旅に出ると、人はその土地々で出会った人々との触れ合いや遭遇した風景の中に何らかの感動の気持

ちを抱きます。同様に、高知大学での教育・研究という旅の中で、とりわけ多くの教育学部教授会構成

員や職員、学生等とのすばらしい出会いを持てたこと、そして、そのような出会いが今日まで私にとっ

て有形・無形の支えや励ましとなったことは何物にも代えがたい喜びと言えます。 

改めて思うに、教育学部教授会構成員のみなさんからは個人的にも、また、英語科に対しても多くの

支援をいただきました。その中で、特に印象に残っていることは平成 16 年 4 月 1 日に英語専修が設置

される前の英語教室の採用人事を担当した時のことです。これは近い将来英語科の大学院設置を見込ん

での重要な人事でしたので、これが認められなかった場合、英語科の大学院設置に大きな影響を与える

ことは避けられませんでした。そのような思いは当時英語科の人事担当を務めていました私にとって大

変大きな重圧となっていました。この件は一度は継続審議となったものの、当時の山田亘学務委員長と

教授会構成員のみなさんのご理解と協力により再審議では教授会の承認を受けることができました。 

学生からは研究や講義の楽しさを創造的に伝えることの大切さを学びました。専門領域への興味・関

心を高めるために視聴覚教材をどのように工夫し、提示すればよいかはいつの間にか私の教育・研究の

重要なテーマの一つになりました。現在私の研究室に収蔵している VHSテープ（録音時間６時間）と CD

デイスク（録音時間２時間３０分）の総計は約４２０本です。満足のゆく授業を行ったという思い出は

ほとんどありませんが、「英米文化論」や「比較文化論」の授業後のアンケートの中に英国や米国へ行

きたくなったという受講生の感想文を見つけますとついうれしくなりました。ただし、「やりっ放しで

まとまりがない」という批判もあり、授業計画の重要性を改めて痛感する次第です。 

附属特別支援学校の児童・生徒からは学習者一人一人の個性の大切さと学習者の側から英語授業を考

え直すことを学びました。平成 12 年４月１日から 4年間教育学部附属養護学校（現附属特別支援学校）

の校長を拝命し、そこでの教育に携わる中で学習障害や ADHD を持った生徒への英語授業という広い視

点で英語教育を考えることができるようになりました。 

高知大学での２４年間に及ぶ教育・研究という旅を通して私がもった思い出は数えきれませんが、その

都度、学内の教職員や事務職員、学生、その他関係する附属校園の教職員や児童・生徒、また、学外 
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で出会った教育関係者のみなさんからいただいたご厚情にこの場を借りて心より感謝を申し上げる次

第です。 

最後になりますが、今後の高知大学、教育学部のますますの発展を祈念して私の感謝の言葉とさせて

いただきます。 
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 大学を去るにあたって 
                 感謝の気持ちを込めて 
                            

教育学部門教授  馬場園 陽一  
 
 

高知大学教育学部に赴任してかなりの年月が過ぎ去り、気がつけばこの 3 月で定年退職を迎えるこ

ととなりました。まずは長期にわたって務めさせていただいた大学・学部に感謝しますとともに、こ

れまでに定年や異動等で退職された教職員の方々、ご逝去された方々、現職の皆様に大変お世話にな

りましたことに対して厚く御礼を申し上げます。多くの良き同僚に恵まれて、この 36 年間をなんとか

無事にこなすことができて安堵の気持ちに満たされております。 
私がこの学部に着任したのが、昭和 52 年の 11 月でした。ちょうど第二次のベビーブーマーが小学

校に入学してくるという時代であって、小学校教員養成課程の学生定員を 80 名から 120 名へと 40 名

の増募があり、私もそれに便乗ということで採用されました。ゼロ免課程などない時代でしたが、教

員養成学部として小学校課程、中学校課程、養護学校課程、特設美術工芸課程、特設保健体育課程の

5 課程での学生定員は 250 名となり、本学部としては最も大きな規模で教員養成教育を行った時代だ

ったと思います。しばらくは平穏な時代が続きましたが、子どもの人口減に伴い、学校教員の採用率

が極端に低くなっていく時代がやってきました。とりあえずは教育学部の学生定員をできるだけ減ら

さない方向で、ゼロ免課程をつくって何とか危機を乗り越えようとしましたが、それも時間の問題で、

ゼロ免課程設置から 20 年たった現在、ゼロ免課程廃止を廃止して、最も多かった 250 名の約半数の

定員で教員養成課程を経営していかなければならない時代がやってきました。高知県の学校教育を発

展させていくためにも教員養成学部は必要です。輝かしい歴史と伝統を築いてきた高知大学教育学部

をこれ以上に縮小することないよう、大学にお願いするとともに、学部の先生方には質の高い教員養

成学部を築いていってほしいと願っております。 
この 36 年間に私の研究室に所属した学生について整理してみました。学部学生は全部で 103 名、

修士課程の院生は 16 名、研究生が 5 名でした。学部生では約 90 名が学校教員、大学院進学が 4 名（そ

のうち大学教員となった者 1 名、臨床心理士 2 名）、残りは企業関係に就職しており、大半の卒業生が

教育職に就いてくれたことにとても大きな喜びを感じております。一方、修士課程に入学してきた 16
名のうち、8 名は現職教員であり、現職の先生方から学校現場が抱えているいろいろな教育的課題を

学び、院生と共に現場的な教育課題を理論的な視点からとらえ直し、理論と実践の橋渡しをする研究

ができたことが大きな成果でした。現在、多くの卒業生が学校現場でも中堅となって活躍しておりま

す。教え子のこういった姿を目の当たりにすると、教育学部で教職を担当する教員として仕事してき

たことが少しは役立ったのかなと自己満足しています。 
研究面では、当初は認知心理学の理論的な研究を基盤としながら、幼児・児童の認知発達の研究でがん

ばっていたのですが、教育学部で教職を担当し、また学校教育に役立つ教育心理学的な研究をしなけれ

ば、教員養成や学校現場との連携で実践教育に貢献できないのではないかということを心配す 
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るようになりました。そのために高知市の市教研の研究メンバーとのつながりや、附属小学校の研究

部との長い付き合いをきっかけにして、多くの小学校の研究活動に参加し協力することができました。

とくに認知心理学の新しい理論を学校現場に紹介しながら、学習指導や教育評価に関する実践的な研

究を行うことができたことに感謝しております。まだまだ未完な状態ですので、退職後も形になるよ

うに継続していこうと思っております。 
退職後は体調もあまり芳しくないということもあって、一線から退いてやり残したことをきままに

やりたいという気持ちでおりましたが、昨年からある私立大学からの誘いもあり、しばらくの間お引

き受けすることにしました。もう少し、第二の職場で教育と研究に励まなければと自らを叱咤激励し

ている所です。 
後悔先に立たずと言います。他人事のようにいつかは定年退職の日がやってくるだろうと安易な気

持ちでこの間生きてきましたが、気がつけばもうその年齢となったんだと自分ながらに驚いています。

教職員の皆様が悔いのない充実した日々を送られることを祈念して、定年のあいさつとさせていただ

きます。 
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退職にあたり 

                            
教育学部門教授  脇岡 宗一  

 
 

               
30 年余りのオーケストラ生活を辞して、高知大学に赴任してきたのが 9 年前でした。高知は初めて

の地であり大学で教えることも初めてでしたが、同僚の先生方やおおらかな高知の気風にも恵まれ大

いに楽しく活動できた 9 年間だったと思います。 
まったく異なる世界へ入ったため、最初の教授会ではわからない単語がどんどん繰り出され一生懸

命理解するのに精いっぱいでした。ほとんど 9 年間一方的に聴くだけでしたが、この教授会で多くの

事を学ばせて頂きました。退職後、別の大学でお世話になりますが今度はスムーズに入れそうです。 
私の研究分野は演奏の分野ですので、学生と地域との連携を中心に自分自身の演奏とプロジェクト

の企画、運営を中心に行ってきました。先程申し上げたようにおおらかな気風の地域の皆さん―企業

の方々、中、高の先生方、一般の方々など―の協力を得て高知の音楽文化に少しは貢献できたかと思

います。 
学生たちとの授業、演奏会、レッスンそして合宿などとても楽しく充実したものとなり、私自身も

大いに勉強させてもらいました。学生の気質も私が赴任した 9 年前と少し変わってきたような気がし

ます。当時は今より少し自立していたというか大人っぽい感じがありましたが、最近は少し幼い感じ

がします。私が年齢を重ねたせいかもしれませんが･･･。 
赴任した最初の年「オーケストラを楽しもう」という共通教育の授業で、最後に演奏会を立ち上げ

その裏方をやるという趣旨の授業を行いました。その演奏会は高知の各高校のブラス部員を選抜して

「スーパーハイスクールブラス」と題して行いました。学生たちはチラシづくりから演奏会当日の裏

方の役割などを行い、初めての経験に戸惑いながらも演奏会を成功に導きました。それがきっかけで

高校の先生方からこの演奏会を続けていきたいということで現在まで 9 回を数えています。来年以降

も続けていく予定だそうです。この取り組みには県民文化ホールも共催として係わっていて下さり、

大学、高校、ホールという地域連携をも視野にいれた取り組みとなり、高校生のブラスのレベルアッ

プが図られています。 
また高知の青少年の弦楽器の育成を視野に入れて 2 年半前に県民文化ホールを本拠地にした「高知

ジュニアオーケストラ」を立ち上げる事が出来ました。こうしたホールがジュニアオーケストラを運

営する取り組みは全国でも数少なく、ホールの地域への貢献という事でも大いに評価される取り組み

となっています。弦楽器は特に高知もそうですが全国的にも奏者が少なく、オーケストラは何と言っ

ても弦楽器が主体ですのでこれからの取り組みが期待されます。 
最後に私のいたオーケストラの方々の協力を得、彼らを中心にして高知の演奏家、そして高知大学

の学生が加わって「ジョイフルコンサートシリーズコーチ」という演奏会をシリーズで 14 回開催いた

しました。これは日本の一流の演奏家と共にコラボ演奏をして地域の演奏レベルを上げるという全国 
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でも無い様な取り組みでした。学生にとっても生涯忘れられないものとなり、今後の人生に活かしく

れるものと思います。 
これらの研究活動ができたのも多くの方々の協力があり、特に高知大学からは学長裁量経費、学部

長裁量経費など、また大学の先生方、事務で大いに助けて下さった方々、地域の先生方、地域の方々

などあらゆる方面の方々の協力、ご支援のたまものです。退職にあたり深く深くお礼を申し上げます。 
教育学部のそして高知大学のこれからのますますの発展を心よりお祈りいたします。 
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              定年退職するにあたって 
                            

理学部門教授  織田 進  
 
 

               
2014 年 3 月末日をもって高知大学を定年退職しました。といっても後 1 年は高知大学で教育・研究

をさせていただく予定ですので、あまり実感をともなわない気分で新学期を迎えました。14 年を教育学

部学校教員養成課程で数学教育の教授として務めさせていただきました。あまりいい教師でも研究者で

もありませんでしたが、その間、大学でいろいろな方々にお世話になり、学生、院生などとも楽しく過

ごさせていただいたことに感謝申し上げます。 
私たちの年代は、大学の受験・学生時代を大学紛争・赤間山荘事件などの後片付けのようなときから

始まりました。大学入試のない国立大学もあり、楽勝と思っていた大学へも行けず、地方の大学で将来

数学の研究者になりたい夢も失いかけていましたが、好きな数学を自分でやり放題の時間がたくさんあ

ったことが唯一の救いでした。授業もあまり出席しなくても勉強していることを認めて単位を出してく

れるようなゆったりした時代でした。大学院進学についても指導教官の計らいで、いろいろな良いこと

や好ましくないことを経験しました。研究上最適ともいえる大学院の面接まで行ったのですが、私の生

来の気性からトラブってしまい、せっかくのチャンスを自分で潰してしまいました。うまく振る舞って

いれば、私のそれからの人生は大きく変わったかもしれないと思うことがあります。まあ、最後は研究

ができるかたちで定年退職を迎えられたことで、そこそこよかったのかなと思っています。 
その後、他の大学院に進学し、「代数多様体のコホモロジー次元」などの勉強をして修士を終えたの

ですが、どうしても研究の夢が捨てられなくて、大阪大で 1 年遊学することにしました。そこにいる院

生や研究者の様子から、まさに A. Poincare の言葉「数学者はなるものではない。生まれてくるもの

だ」という言葉を実感しました。 
定年退職の今にして思えば、高知大で数学教育を担当し、学校の教員を育てる役目の者としては恥ず

かしいことだと反省していますが、なにしろ結婚もしていましたので、「高校の教員でもしながら、ボ

チボチ数学の研究をやっていこうか」という不埒な考えで、三重県で高校の数学教師になることに決め

ました。それでも、教師という実体験をできるかぎりの力で私なりに体験したつもりです。その間に教

育学修士や博士（理学）の学位を取得し、大学で研究する時間を持ちたいものだと思うようになり、運

良く 2000 年の 4 月に高知大学教育学部に職を得ることができました。これが高知大との縁の始まりで

す。瀬戸大橋がなければたぶん四国に来ることは無かったかも知れません。 
少し研究の話をします。高校教員をしている頃から、難問といわれる「ヤコビアン予想」を研究したか

ったのですが、それだけに執着すると人生を棒に振るおそれがあります。そこで大阪大で知り合った（当

時）助手をしていた人と付き合いが続くなかで、数人での共同研究という形で、（先が見えないものに

は秀才は手をつけない）「環の単純拡大」を研究し、高知大に来てから、その結果は私と主にグループ

を引っ張ってきた人との共著としてまとめもの（全 300 ページ程ですが）を、よく知られたシリー 
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ズのモノグラフの１冊としてアメリカの Chapman & Hall 社から出版できました。その後は、高知大

では適当な研究テーマがなかなか見つからず、私の研究の原点である「ヤコビアン予想」を年に３ヶ月

ほどアタックしてみたり(これを家内は「マラリアの熱がまた出たの？」と言っていました)、他のテー

マの余り満足できない論文を書いたり、本を書いたり英仏語からの翻訳をしたりして過ぎてしまいまし

た。若い頃に２足の草鞋を履いていたときの「Stay hungry ; Stay stupid (Mac の Steve Jobs の言葉)」
精神が薄れてしまったのかも知れませんが、定年までの４年間は寝ても覚めて「ヤコビアン予想」に拘

りました。結果は疲れただけでした。やはり A. Poincare の言葉は的を射たものだと、幾度も納得させ

られました。それでも定年退職までに、まがりなりにも MR(アメリカ数学会の DB)にリストアップされ

る学術雑誌に論文が 55 編ほど書けたので、これで十分頑張ったかなと一応思っています。これが定年

退職までの私のざっくりとした人生の流れです。 
これは付録ですが、「ヤコビアン予想」は多項式環に関する端正で美しい？ものですが、変数の数が

２つ以上の場合ですら未解決のものです。変数の数は任意であっても、すべての多項式が２次以下の場

合は Wang によって肯定的であることが示されましたが、より短い簡明な私の証明がカナダの雑誌に掲

載されました。ワシントン大学の Wright が「変数を増やすことによって３次の多項式のときに証明で

きれば、ヤコビアン予想は完全に決着がつく」ことを証明したことにより、私の原始的な短い証明が注

目され、それは後にこの問題については基本的な文献となったアメリカ数学会の学術誌のひとつに掲載

された、Bass、Connel and Wright の論文の中で紹介されています。 
定年を迎えた私は、研究をこれとその周辺、例えば「多項式環の簡約化問題」等に絞って続行しよう

かと思っていますが、多分その前に「糸」が切れるのかなとも思っています。もういい歳だから、それ

もいいのではないかと、自分を納得させています。 
最後に、今まで縁あって私の人生を過ぎった人々に再度お礼と感謝を申し上げて終わりとさせていた

だきます。ありがとうございました。     
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退職に向けて 
―天界の“ジオパーク”、四国山地と遊ぶ― 

                            
理学部門教授  横山 俊治  

 
               
わたしは、地すべりや崩壊といった斜面災害の野外科学を専門としています。「現場のわかる地球の

医者（地質コンサルタント技術者）」の養成と支援を期待され、2000 年に高知大学に赴任しました。地

球の医者の患者は山です。医者が患者のところに出向かなければならないところが人間の医者と違うと

ころです。それで「現場に出向き、現場で考え、現場で結論を出す」を教育・研究の方針としました。 
電話で高知大学へのお誘いを受けたとき、土佐の高知について漠然と思い描いたことは、坂本龍馬で

もなく、鰹のタタキでもなく、平家の落人が生き延びられる土地とはどんなところだろうということで

した。赴任して直ぐ、山並みが幾重にも重なる四国山地がそのことに関係していると実感しました。 
ある曇った日に、尾根の上から谷間を見下ろしたとき、雲の切れ間から差し込んだ光がスポットライ

トを当てたように山腹の小さな集落を照らしていました。その美しさにカメラのシャッターを切りまし

た。集落の名前は「都」。集落のある平坦な土地は岩屋川の谷底から見上げてもその存在が分からない。

都集落まで登ってみると、平家一門と共に落ち延びた安徳天皇が幼少時に過ごされたところと紹介され

ていました。尾根道を伝って逃れてきた平家一門が安住の地として選んだのは尾根からしか見えない地

すべり地でした。四国山地は付加体という特殊な地質体で構成されていて、そこでは、地すべりの末端

が河川に達しない、特異な地すべりが発生していることが、その後の研究で分かりました。四国山地以

外の地に逃れた平家の落人はそのほとんどが捕まっています。四国山地の地すべり地が平家の落人を救

ったのです。 
四国山地の尾根を歩いていると、そこに池や湿地があることに気付きます。その風景は異様であり、

神秘的です。池や湿地になっていなくても、尾根のてっぺんに凹地があります。小規模なものまで入れ

ると凹地は尾根の至るところにあります。凹地の起源が尾根の裂け目であることが次第に分かってきま

した。四国山地の尾根はいたるところで裂けているのです。尾根の裂け目も地質が付加体であることと

関係がありそうです。そして四国山地の位置している場所が重要であることも分かってきました。つま

り、約 100 年毎にくり返し起こる南海地震が、尾根を引き裂いたのです。南海地震の震源域の真上にあ

る四国山地は標高こそ 2000ｍに達しませんが、硬質な付加体の岩石でできていて急峻です。尖った尾

根では地形効果で地震動が増幅します。地震時の落石・崩壊を免れた尾根の割れ目がくり返し南海地震

の地震動をうけて、次第に規模が大きくなったのが尾根の裂け目であり、凹地であると考えています。 
四国山地の地すべりや尾根の裂け目のことはほんの少し分かってきたところです。地形図や空中写真

でそれらの存在が分かっても、詳細な形状や地質との関係は現地確認が必要です。この 4 月から 2 年間

再雇用の希望を出しましたが、わたしにできることは限られています。ただ、ありがたいことに、これ

までもそうでしたが、残りの 2 年間も学生や卒業生がわたしに付き合って遊んでくれます。感謝、感謝

です。 

  



国立大学法人 高知大学          平成二十六三月 定年退職教員 特別寄稿集「退職にあたって」 

 

 

 
回   想 

                            
連携医学部門助教   熊澤 秀雄  

 
               
 
高知大学の思い出は、２つのパートに分けられる。 
まず、パート１。私は幸運だった。できたばかりの高知医科大学に、助手として就職できたからだ。

私たちの世代は「ベビーブーム」とか「団塊」とか呼ばれた。とにかく人数が多くて、何につけ競争過

剰だった。大学院を出ても職はない。「博士」の肩書き（博士号）は「足裏の米粒」だ、というジョー

クがあった。取らなければ気持ちが悪いけれど、取ったところで食えない。 
さて仕事は寄生虫学。ボスは鈴木了司教授。職場の空気は自由と平等。さまざまな出会いがあった。

その最大のものは寄生虫学という分野そのものだった。私の古巣である理学部では、寄生虫は興味の対

象外であることが多かった。寄生という怠惰な生活を選んだため進化の本筋から逸れてしまった、研究

に値しない生物だ、と言わんばかりの論説もあった。食物連鎖、食う食われるのネットワークの全体が

「生態系」だ、と教科書に書かれていた。食うのでなく「寄生」によって栄養を得る動物に居場所はな

かった。 
寄生虫学との出会いは衝撃だった。近くの水路でカワニナという巻貝を採集した。この貝には横川吸

虫の幼虫が寄生している。やがて幼虫は貝から泳ぎ出て水中を漂う。そしてアユに遭遇すると、その体

表からアユの体に侵入する。このアユを人が食べると横川吸虫に感染する。カワニナがいなくてもアユ

は困らない。アユがいなくてもカワニナは困らない。しかし、どちらか一方が欠けたら、横川吸虫は生

きて行けない。寄生虫の存在は、そこに豊かな自然があることの傍証である。 
エキノコッカスという寄生虫がいる。成虫は肉食獣の腸に住んでいて、便に虫卵が出てくる。便に汚

染された草などを草食獣が食べると、虫卵は飲み込まれる。腸で孵化して、幼虫は肝臓や、その他体内

のあちこちに散らばり、幼虫のまま増殖する。この動物を肉食獣が食べると、幼虫は小腸で成虫となる。

成虫は小腸内にいて栄養をとるだけなので、肉食獣（終宿主）は大きな被害を受けない。しかし草食獣

（中間宿主）では、幼虫は体内に散らばり、増殖してまた散らばるので、ダメージが大きい。北米では

巨大なシカをオオカミが襲って食べる。健康なシカを倒すのは難しい。しかし病気などで弱ったシカな

ら倒せる。シカをオオカミが食べるという「食物連鎖」は、じつは寄生虫（エキノコッカス）がいて初

めて成り立っている。寄生虫学は医学や獣医学だけのものではない。もっと一般に「寄生生物学」とし

て、より深く広く研究されるべき分野である。実り多い未開拓地がそこにあった。 
私が興味をもったもう１つの分野は、サナダムシの頸部に存在する未分化細胞だ。細胞が分裂し、分

化して組織を作り、「かたち」を作る。サナダムシの体は体節（正しくは片節という）からできている。

この「くり返しパターン」がサナダムシの頸部で作られる。いま話題の STAP 細胞などとも関連する大

問題だ。私の興味は広がるばかりだった。 
次に、パート２だ。私は挫折した。反省すべき点は多い。けれども鈴木教授が定年退官されて以後、 
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研究環境が大きく変った。特に小泉改革以後の高知大学では、管理の強化やタテの人間関係が目立つよ

うになった。研究費の厳しい制限が追い討ちをかけた。私は残念でならないが、去る者は多くを語らな

いほうが良いのだろう。 
半分楽しく、半分寂しい研究生活だった。短く感じたけれど、思えば 30 余年、永らくお世話になり

ました。お礼申し上げます。 
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定年退職にあたって 

                            
看護学部門教授  吾妻 健  

 
               
 
昭和 51 年３月に東北大学理学部生物学教室の博士課程を修了しましたが、当時社会的現象として次

第に知られるようになった”オーバードクターの身分” になり、その間、高等学校などで非常勤講師

をしながら、就職先を待っていました。丁度そのころ、高知に新しく医学部ができ、昭和 53 年５月付

けで、新設高知医科大学の基礎医学寄生虫学教室に助手として着任いたしました。寄生虫学は、生物系

の学生にとっては、比較的なじみやすく、受入れていただいたものと思われます。それから 15 年間、

JSPS や JICA の支援のもとで、グアテマラ、ケニア、マレーシアなどで、いわゆる熱帯地方にて分子

集団遺伝学的見地より、フィールド調査をする機会が得られまして、感謝しております。その後、科研

費などにも支援いただき、特に中国などを含めて東南アジアや南アジアに力をいれていました。そうし

ているうちに、北海道の帯広畜産大学の畜産学部に助教授として、受入れていただきました。帯広では、

赴任後しばらくして新しく分子遺伝学研究室の増設予算が付き、研究施設の整備に関わったことを思い

出します。帯広の冬は長く 10 月から５月まで寒い日々が続きます。特に 12 月から翌年３月まで、朝夕

の気温は、通常平均−20℃ぐらいだったと記憶しています。激寒帯広の５年間の生活から、またまた亜

熱帯の高知に新設の高知医科大学看護学科が設立され、教授として赴任させていただきました。今度は、

社会学に関連が深い看護学、私には、すこし勝手が違うと思いましたが、自然科学にも近いということ

なので、何とかなるかという安易な考えで、就職いたしました。看護学科での、15 年間の大学生活のは

じめは、慣れない授業科目、さらに卒業論文と修士論文は、看護学のテーマ。無我夢中のうちになんと

かクリアしてきたつもりでしたが、学生さんには、ずいぶん迷惑をかけたことと想像しております。一

方、博士論文の研究は、日本人をはじめとして、外国からの留学生にも恵まれました。スリランカから

家族三人で来日した大学院生。はじめは、妻の研究のため、夫もスリランカの仕事を辞めて一緒に来日

しましたが、来日後、夫の方も、医学研究科大学院博士課程に入学し、４年間の研究の後、夫婦で医学

（博士）の学位をとっていきました。一緒に来た、彼らの一人息子は、高知弁ぺらぺらになっていまし

た。その後、JSPS の支援により、インド、中国、フィリピンからも留学生を受入れ、無事に医学（博

士）の学位をとっていきました。看護学修士には、インドネシアからの留学生もおり、看護学修士の学

位を授与されました。こうした、学生、大学院生と、共にいろいろな研究に携わることができたことは、

貴重な経験であり、大変幸運だったと思います。しかし、一方、苦手な大学運営には、まったく、貢献

できなかったことを申し訳なく思っております。 
今後の生活設計は、まだ深く考えておりませんが、これまでの未整理のデータをまとめていきたいと

思っております。大学生活約 35 年間を振り返ると、これといった、大病もせず、無事に退官の日を迎

えることができたことは何よりと思っておりますが、これも、多くの先生方、学生さん、事務局の方々

の御支援があったからこそと、感謝の言葉を申し上げなければなりません。大変有り難う御座いました。 
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退職にあたって 
―看護学教育に携わった 15 年― 

                            
看護学部門教授  尾原 喜美子  

 
               
今から 15 年前の 4 月、私は高知科大学医学部看護学科の講師として赴任してまいりました。赴任し

ました当時は看護学教育を大学教育でという時代の流れであり、すべての都道府県に看護学科が新設さ

れていました。科学の発展や医療の高度化、人々の健康に対する価値の多様化など多くの変化や社会的

ニーズに対応していくためには看護学教育の質が保証され看護の専門性が求められていたのです。高知

医科大学医学部看護学科は全国の国立大学の中での開学は遅いほうでした。全国で軒並み開設される看

護系大学の開設のため大学にとっては教員確保に奔走していたこともあり、私にも大学で教鞭をとらな

いかというお誘いがあったのです。教育にはもともと関心があり人々に安全で安心できるケアを提供す

るには優勝な人材育成が基盤になるという信念と大学教育に対する期待もありお話を受け着任いたし

ました。 
着任当時は教室や実習室、研究室もなく医学部医学科の建物を借りての出発でした。教員も少なくす

べて創意工夫しながらの出発でした。逆に、教員が少なく縛られるものが無い状態であったため教員間

の結束力が高まり作り出すという創造性を産むことができたと思います。看護学科 1 期生は教材・教具

も不十分な中での授業開始でしたから、大変迷惑をかけましたが、今思うと、学生自らも環境を整え新

しいものにチャレンジするという経験はユニークで独創性、自律性の高い人材に育つ上で良かったかも

しれません。一期生は何にもまして個性的な人材に育ちましたから。 
その後、当時では最先端の教材・教具が準備され看護学科棟が完成しました。他の国立大学に比べや

や遅れて出発したものの、高知医科大学医学部看護学科の授業科目にはフィジカルアセスメント（治療

援助技術論）、症状マネージメント、家族看護学、国際看護、看護倫理など他の大学に先駆けた授業が

行われ、新しい看護の幕開けのように感じたものです。 
平成 15 年、高知大学と統合し教職科目の履修が可能となり養護教諭や高校看護の資格取得ができる

ようになり学生の職種選択の幅が広がりました。また時代の変化や教育制度の改革に伴い助産学教育を

大学院（高知大学大学院看護学専攻）で開始することもできました。高知県の周産期医療の特長や少子

高齢社会のもたらす課題に対応できる助産師育成を目標に、母子や家族の支援者として役割が取れる人

材育成に力を注ぐ体制が整ったといえます。 
私は、看護学教育が画期的に変革したこの時期に、看護学教育に携わることができ幸せであったと感

じています。看護はあらゆる健康に関する現象に対して人々がより健康な日常生活を送ることができる

よう支援することです。看護職には、知識・技術ももちろん重要ですが、まずはひとを尊重することの

できる豊かな人間性が大切です。そばにいて安らぐ存在であることが看護職として最も求められると思

います。今後、何回となく病院のお世話になると思います。そんな時、温かく思いやりのある高知大学

医学部看護学科卒業の看護師さんや保健師さんに出会えることを楽しみにしています。 
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最後になりましたが、高知大学の益々のご発展と医学部の更なる発展を願い私の退職の言葉とさせて

いただきます。ありがとうございました。 
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