
　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保証するものではあり
ません。日時、内容に変更がある可能性がありますので、詳しくは各問
合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細はWeb版に掲載
しております。ぜひご覧ください。

5
MAY

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

2015.7

〈行ってみよう！「学び」の場所へ〉

学術の世界と市民をつなぐ情報誌「まなびのめ」第29号／発行日2015年7月5日
企画・編集　笹氣出版印刷株式会社「まなびのめ」編集部／発行　笹氣出版印刷株式会社

応募先 / 
問い合わせ先

〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町8番45号
笹氣出版印刷株式会社内「まなびのめ」編集部

TEL 022-288-5555
FAX 022-288-5551

manabinome@sasappa.co.jp
（FAXは24時間受付　電話受付時間10：00～16：00 土・日・祝日除く）

￥0FREE ご自由に

季　刊　誌

29第 　　　号

「気」になる「氣」・・・当社は言葉を組版する職業として、漢字の本来の成り立ちである「本字」を大切に
したいという思いがあり、社名に使われる本字の「氣」を使用することでその思いを表しています。

Web版は随時更新中！

http://www.manabinome.com/
まなびのめ│ 検索

発行／

川又進　佐藤曜　齋藤麻実　三上志穂「まなびのめ」編集部

この印刷物はグリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷
した環境配慮商品です。用紙は責任をもって管理された森林から作られたFSC®認証紙を使用し、
インキは環境にやさしい植物油インキを使用しています。

第30回 名著への旅

2015年10月5日発行予定

次 号
テーマ   ：おじゃまします

学びの庭に

図書カード懸賞付
クイズあります

おじゃまします
学びの庭に

先進的な福祉や教育を支える
北欧の市民意識

前 仙台大学体育学部教授　国際交流センター長
（障がい者スポーツ）

高橋まゆみ 先生

シンプルで合理的なデザインが
表す北欧哲学

東北工業大学ライフデザイン学部　教授
（工業デザイン）

梅田　弘樹 先生

これからの主な「学び」イベント39件掲載！

「学び」イベントに行ってきました

名著への旅　『井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法』
 （井上ひさし）

Voice Park

お持ち帰りください。

「装い」「装い」

オブザーバー：笹氣義幸　只野俊裕　寺田征也(明星大学)／協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

ⓒ笹氣出版印刷株式会社　無断で複写、複製、転載することを禁じます。

北欧に学ぶ

『井上ひさしの子どもに
つたえる日本国憲法』

  文・井上ひさし
  絵・いわさきちひろ
  講談社
（2006年7月20日　初版発行）

　数年前から、憲法記念日（を含む連休中）には日本国憲法を
読むことにしている。
　この本は、井上ひさし氏が、憲法の中でも「これだけは読ん
でおいてほしい」と思う前文と第九条を、小学生にもわかりやす
いようにやさしい言葉にしてみたものと、「憲法ってつまりこうい
うこと」という子ども向けの講演内容を文章化したもの、そして
巻末に全条文が収録されている。
　あらためて読めば、「自衛のためなら武力を持っていい」という
文章はなく、元々は本氣の「戦わない宣言」だったのでは、と思う。
それは相当に勇氣と覚悟のいることだが、先の戦争を反省し、
積極的に世界平和を追求すればこその決意であろう。
　それは誰かに押しつけられたというような安っぽいものではな
く、「そのころの世界の人たちの希望をすべて集めたもの」で、
このやり方はこれからの人類の課題なので、「日本は正しいこと
を、ほかの国より先に行っている」とも言えそうだ。
　批判派も擁護派もまずは原文をしっかり読むことを。       （前）

QRコードから
アクセス！

お問い合わせ
022-288-5555
sasaki@sasappa.co.jp

お問い合わせ
022-288-5555
sasaki@sasappa.co.jp

笹氣出版印刷株式会社では毎年「文字・活字文化の日」にちなみ、
皆様に広く文字・活字や印刷のことにふれていただけるイベントを開
催しております。
今年も下記日程で開催しますので、ぜひ奮ってご参加ください。

日程：2015 年 10 月 23 日（金）・24 日（土）
 9：30 ～ 16：00

場所：笹氣出版印刷株式会社内

入場
無料

開催のお知らせ開催のお知らせ

「学び」イベント情報 募集中!!

掲載料は無料です。

研究者の皆様が市民へ向けて行なっている公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！
研究者の皆様が市民へ向けて行なっている公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！

6月27日 （土） 〜11月3日 （火） 企画展
「学都仙台と杜の都〜仙台文化を訪ねて〜」

仙台市歴史民俗資料館 （入館は 16:15 まで）

9:00 

▲

 16:45

T el   022-295-3956 仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

7月  2日 （木） 〜9月29日 （火） 企画展示「月面探査の未来」

仙台市天文台　展示室

9:00 

▲

 17:00

T el   022-391-1300 仙台市天文台
http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月  4日 （土） 〜8月30日 （日） 仙台市天文台開台 60 周年 
ミヤギテレビ開局 45 周年記念 宇宙兄弟展

仙台市天文台　加藤・小坂ホール

9:00 

▲

 17:00

T el   022-391-1300 仙台市天文台・ミヤギテレビ・読売新聞社・講談社・読売テレビ
http://space-bros-mmt.tv/

場　所

主催者

URL

問合先

7月11日 （土） 〜8月23日 （日） 特別展「徳川将軍家と東北
―泰平の世の歴史と名宝―」

東北歴史博物館　１階特別展示室　 （入館は 16:30 まで）

9:30 

▲

 17:00

T el   022-368-0106 東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月17日 （金） 東北大学サイエンスカフェ　
第 118 回：自動化システムの夢と現実
講　師　高橋　信（東北大学大学院工学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

18:00 

▲

 19:45

T el   022-217-5132 東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月17日 （金） 〜9月  6日 （日） 特別展「ご覧あれ　浮世絵の華
―歌麿・北斎・広重
平木コレクションの名品」

仙台市博物館 ［一般 1,200 円］

9:00 

▲

 16:45（入館は 16:15 まで）

T el   022-225-3074 「浮世絵の華」仙台展実行委員会 他
http://ukiyo-e-mmt.tv/

場　所

主催者

URL

問合先

7月18日 （土） 〜8月23日 （日） 特別展「体感！スポーツ研究室
―アタマとからだで運動を
ときあかせ！―」

スリーエム仙台市科学館　2 階特別展示室　3 階エントランスホール

9:00 

▲

 16:45（入館は 16:00まで）

T el   022-276-2201 スリーエム仙台市科学館
http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

７月17日 （金） 〜9月23日 （水） 特別企画展
「3 万年前の旧石器ライフ」

地底の森ミュージアム　企画展示室ほか

9:00 

▲

 16:45

T el   022-246-9153 地底の森ミュージアム
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

場　所

主催者

URL

問合先

定期
開催

開催
中

7
JUL

トワイライトサロン
「天文台長土佐誠の宇宙が身近になる話」

講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）他
仙台市天文台　オープンスペース

17:00 

▲

 17:45

T el   022-391-1300 仙台市天文台
http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

毎週土曜日

8月22日 （土） まちなか美術講座（第 43 回）「ヘレン・シャルフ
ベック　フィンランドを生きた女性画家の軌跡」
講　師　菅野　仁美（宮城県美術館学芸員）

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

13:30 

▲

 15:00

T el   022-723-0538 宮城県美術館・東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月30日 （日） 特別企画展記念講演会
「明らかになった 3 万年前のくらし」
講　師　小菅　将夫（岩宿博物館館長）

太白区中央市民センター大会議室 100 名

13:30 

▲

 15:30

T el   022-246-9153 地底の森ミュージアム
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

9月12日 （土） 講座「学都仙台・その学都観をさぐる」

講　師　中川　正人（みやぎの近現代史を考える会）
仙台市歴史民俗資料館

13:30 

▲

 15:00

T el   022-295-3956 仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

9月19日 （土） 講座「吉野作造と仙台」

講　師　永澤　汪恭（『吉野作造』通信を発行する会事務局長）
仙台市歴史民俗資料館

13:30 

▲

 15:00

T el   022-295-3956 仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

9月25日 （金） 市民公開講座 No.322
「携帯電話と無線 LAN」
講　師　工藤　栄亮（東北工業大学工学部教授）

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

18:00 

▲

 19:30

T el   022-723-0538 東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

9月25日 （金） 東北大学サイエンスカフェ　第 120 回：電波によ
る減災 〜地雷検知から東日本大震災復興活動へ〜
講　師　佐藤　源之（東北大学東北アジア研究センター教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

18:00 

▲

 19:45

T el   022-217-5132 東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

9月26日 （土） 第 5 回館長講座「博物館での災害」

講　師　鷹野　光行（東北歴史博物館館長）
東北歴史博物館　3 階講堂

13:30 

▲

 15:00

T el   022-368-0106 東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月10日 （土） 〜10月11日 （日） 片平まつり 2015
（東北大学附置研究所等一般公開）

東北大学片平キャンパス・加齢医学研究所・災害科学国際研究所

10:00 

▲

 17:00

T el   022-217-5204 東北大学附置研究所
http://www.katahira-f.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月10日 （土） 一般公開シンポジウム
「“ゆらぎの物語”を創る」
司　会　宇田川　一夫（東北福祉大学）

東北福祉大学国見キャンパス音楽堂（けやきホール）

13:30 

▲

 16:30

 hakoniwa29th @tfu-mail.tfu.ac.jp 日本箱庭療法学会第 29 回大会
http://www.tfu.ac.jp/hako29th/

場　所

主催者

URL

問合先

第 4 回館長講座「博物館の役割」

講　師　鷹野　光行（東北歴史博物館館長）
東北歴史博物館　3 階講堂

13:30 

▲

 15:00

T el   022-368-0106 東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

8月29日 （土） 

8
AUG

9
SEP

10
OCT



おじゃまします
学びの庭に

さまざまな分野で注目される「北欧」。皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか。
「北欧に学ぶ」、まずは福祉・教育の面についてお話を伺おうと、仙台大学へ。
3 月まで同大学国際交流センター長も務められていた高橋まゆみ先生から、
デンマークに出発する直前のタイミングで、お話を聴くことができました。

先進的な福祉や教育を支える北欧の市民意識
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

【応募締切】2015年8月31日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.1　障がい児のために一般教員と別に配置される生活指導教諭を何という？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。梅田弘樹先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。梅田弘樹先生の記事もご覧ください。

懸賞懸賞

 デンマークのユニークな「国民大学」
　仙台大学は 1995 年、健康福祉学科を開設しました。介護
福祉士、社会福祉士、養護教諭、そして特別支援学校の教員等
を養成しています。そして海外、特に健康福祉分野で先進国と
されている北欧諸国とは、積極的に交流を図ってきました。
　私は健康福祉学科が開設される 2年前、準備を担当する事
務職として仙台大学に赴任し、開設後は助手、講師、准教授
を経て、国際交流センター長兼任の教授になりました。この 3
月で職を退き、今後はデンマークに移って研究を続けていきま
す。このインタビューは日本を離れる直前にお受けすることに
なりましたが、福祉や教育の仕組みに限らず、北欧の社会や市
民意識についてもご紹介できる機会をいただけたことに感謝し
ています。
　仙台大学は 2012 年、研究交流や学生の交換留学を目指し
て、デンマークのノアフュンス国民大学、リレベルト大学の 2
校と国際交流協定を結びました。またバーノップ国民大学には、
私自身が 1年間の長期研修でお世話になり、その後も大学ス
タッフや学生が訪問・研修するなどしています。
　日本にはない「国民大学」については説明が必要でしょう。
デンマーク語では「フォルケホイスコーレ」と言い、北欧、特
にデンマークに特徴的な教育制度です。修学期間は 1週間か

ら 8週間と短く、カリキュラムは学校の特色に応じて自由に
編成することができます。知識や技能に偏らない全人教育が目
標で、全寮制です。公立である大学とは別の私立の学校ですが、
経費は最大で 50%までが国費で賄われています。
　国民大学は 17歳半以上であれば、年齢、国籍などを問わず
誰でも入学できるため、日本を含む多くの国々から学生が集
まってきます。人口が 560 万人ほどのデンマークに、こうし
た国民学校が約 80校近くあることからも、国が教育にどれほ
ど力を入れているかがお分りいただけるでしょう。
　ノアフュンス国民大学には日本人教員による日本人のクラス
や、障がい者向けのコース、肥満の人向けのダイエットコース
もあって、ひときわユニークです。仙台大学の学生が研修する
際は、まずノアフュンス国民大学にて日本語で学び、次にバー
ノップ国民大学で英語の授業に参加し、第三段階でリレベルト
大学において英語で学ぶ、という形で取り組み始めています。
　今後は学生がリレベルト大学で取得した単位を仙台大学の単
位に読み替えたり、リレベルト大学の学生を受け入れたりする
など、交換留学制度の整備を進める予定です。また大学同士の
共同研究に取り組み、国際交流プログラムや、健康福祉学科の
カリキュラム構築のための研究も進めたいと考えています。

 「ノーマライゼーションこそが当然」の国
　北欧諸国の社会保障制度を表す言葉としては、「高福祉高負
担」または「高福祉高税」がよく知られています。しかし「保
障が行き届いている代わりに税金も高い」という単純な捉え方
では、北欧の福祉政策の本質を理解することはできません。私
はむしろ、障がい児教育や福祉制度の基本である「ノーマライ
ゼーション」という言葉が重要だと思っています。
　ノーマライゼーションとは、障がいがある人の生活条件を、
障がいがない人の生活条件に可能な限り近づけようとする考え
方のことです。「常態化」と訳すこともできますが、「自分で考え・
決め・行動する」という積極的な意味が込められています。デ
ンマークでは障がいの有無にかかわらず「市民」と表現します
が、たとえば片腕のない市民がいれば、片腕がなくても生活で
きる環境を整えることが社会の役割だという考えです。知的障
がい者でも同じで、本人が「自分で考え・決め・行動する」こ
とができるよう社会が責任を持とう、という発想になります。
　デンマークでは、早くも 1959 年に成立した法律に「ノー
マライゼーション」にあたる言葉が盛り込まれています。以来、

社会的な統合と教育の機会均等を進めることで、国を挙げてそ
の実現を図ってきました。日本でいう義務教育段階の学校では、
障がいのある児童の教室と健常の児童の教室が同じ建物内にあ
り、障がいのある児童の教室には一般の教員とは別にペダゴー
と呼ばれる生活指導教諭が配置されています。7名の障がいの
ある児童の教室では、ペダゴーが 2、3名入ることで授業が円
滑に進められるのです。ペダゴーは専門職であり、大学で 3
年半の教育を受けなければ資格を取得することができません。
　たしかに税負担は高いのですが、デンマークにはこうした教
育や社会こそが当然だとする、国民的な合意があります。国政
選挙の投票率は 80％を下回ることがなく、政府や議員は、常
に国民の厳しい目を意識せざるを得ません。また国民同士でも
対話し、議論することが普通のことだと考えられています。こ
うした国民性に支えられているノーマライゼーションは、実は
民主主義のあり方の問題だと言うこともできるのです。
　ノーマライゼーションという言葉は、今では日本でも広まり
つつあります。1981年の「国際障害者年」を機に世界に広ま
り、1995年に日本政府が策定した「障害者プラン」には、「ノー
マライゼーション 7か年戦略」という副題が添えられました。
　しかしそれから 20年が経った今も、日本の状況が大きく変
わったとは言えません。学生や福祉・教育関係者とデンマーク
を訪問すると、ノーマライゼーションが実現している社会を見
て誰もが感激します。しかし帰国してしばらくすると「日本の
仕組みを変えるのは難しい」と言うのです。福祉や教育だけで
なく社会や市民意識のあり方を変えていくためにも、私たちが
北欧に学ぶことはまだまだ多いと言わなければなりません。

 デンマーク人から見た日本人
　私は東北学院大学文学部の英文科に学んで、英語の教員免許
を取得しています。恩師である先生のお手伝いで塩竈市の幼稚
園に伺った際、障がいのあるお子さんを含む子どもたちと触れ
合った経験が、その後の進路に大きく影響しました。
　言語とコミュニケーションへの関心が高まり、大学卒業後に
宮城教育大学で言語障がい児教育について半年間学びました。
さらに上越教育大学の大学院に進んで教育経営を専攻し、障が
い児教育教員免許について研究します。修了後、国の研究所等
の仕事を経て仙台大学に赴任しました。念願だった北欧への視
察が実現したのは 1997 年です。スウェーデンで約 1カ月間、
福祉施設や学校を見学し、その後はフィンランドに短期留学す

る学生の引率などで、北欧諸国への訪問を重ねてきました。
　デンマークには 2010 年の 8月から、1年間の長期滞在研
修に行かせていただきました。しかし 2011 年の 3月 11日、
東日本大震災が発生します。テレビで知って驚きましたが、詳
しい続報はなく、大学にも実家にもなかなか連絡がつきません
でした。結果的には実家や家族に大きな被害はありませんでし
たが、仙台大学では 3名の学生が亡くなっています。7月ま
でだった予定を切り上げて帰国するべきか迷いましたが、「今
戻るよりも研修をまっとうし、帰国後に貢献してほしい」とい
う大学側のお言葉に従うことにしました。
　私の夫はデンマーク人で、バーノップ国民大学の教員です。
彼は日本も日本人も大好きですが、最初は不思議に思うことも
多かったそうです。打ち解けるととても楽しく会話できるのに、
なぜ最初は石のような表情なのかとか、街じゅうに大きな音が
溢れていてなぜ平氣なのかとか。今では、日本人は静と動を使
い分けることに巧みで、都市環境と自分とのバランス感覚に優
れている、と考えているようですが。
　デンマークは「世界一幸せな国」と紹介されることがありま
す。特に子どもたちは、その多くが自分に自信を持ち、互いに
信頼し合っているように見えるのは確かです。日本人がまず北
欧に学ぶべきことは、自分の意見に自信を持ち、それを堂々と
伝え合うことかもしれません。夫は「電車の中の日本人は身を
縮めているように見える」と言いますが、私もそう思います。
だから仙台大学の授業で、学生たちにはよく言いました。「ま
ず姿勢を良くしましょう」と。
　7月には一度帰国し、東京で行われる日本学校教育学会の国
際シンポジウムや、8月に開催される「国際教育シンポジウム
in 仙台」に参加する予定です。デンマークと日本が互いに学び
合うために、これからも役割を果たしていこうと思っています。
（取材＝2015年5月1日／仙台大学管理・研究棟2階　小会議室にて）

前 仙台大学体育学部教授　国際交流センター長、現 仙台大学客員研究員
専門＝障がい者スポーツ　※原則として「害」の字を使用せず「障がい」と表記いたします。

高橋　まゆみ 先生
《プロフィール》（たかはし・まゆみ）1961年宮城県生まれ。東北学院大学文学部卒業。
上越教育大学大学院学校教育研究科修士課程修了。教育学修士。仙台大学体育学部講師、
准教授等を経て、2014 年教授。2015 年 5月からはデンマークに居を移して研究を継
続している。著書に『障害者教育の人間学』（共編著／ 2001 年／中央法規出版）、『21
世紀スポーツ大辞典』（項目執筆／ 2015年／大修館書店）など。



前に帰国して以来です。学校を見学させてもらったのですが、
担任の先生が「せっかくだから予定の数学はやめて日本の文化
を学びましょう」と言い出し、息子の方も生徒たちと交流する
貴重な経験ができました。教育に力を入れているフィンランド
では教員の地位も高く、このように授業の運営もかなりの部分
が個人の裁量に任されています。また、大学院を出ていないと
教職に就くことはできません。
　一方でフィンランドと日本には、共通点も少なくないようで
す。日本の伝統的な美意識では、装飾的な美しさだけでなく、
シンプルな美しさにも価値を認めます。2009年、私は宮城県
大崎市の、鳴子漆器と木地玩具を融合させた「NARUKO」と
いうブランドに関わらせていただきました。海外での展開を意
識した木製のキャンドルホルダーをデザインしましたが、伝統
的な技法を用いつつ、重ねることで自在に高さを変えられるな
どの合理性も取り入れています。
　日本でも近年、北欧のデザインが広く受け入れられるように
なりました。北欧の優れたデザインの背景には、生活や社会に
対する人々の高い意識、さらに言えば思想・哲学があると思い
ます。それを知ることは、これからの日本を考えることにもつ
ながるはずです。そうした意味で、今これをお読みの皆さんに
も、ぜひ北欧に学んでいただければと思います。
（取材＝2015年5月29日／東北工業大学長町キャンパス　1号館4階　梅田教員室にて）

おじゃまします
学びの庭に

IKEA 仙台の賑わいなど、プロダクトデザインの世界でも注目を集める北欧。
「北欧のデザイン」について、東北工業大学の梅田弘樹先生にお話を伺いました。
そこから見えてくる、北欧と日本の違い、また共通点とは。

シンプルで合理的なデザインが表す北欧哲学
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

懸賞懸賞
クイズ

Q.2　ヘルシンキは2012～14年、国際的デザイン団体から何に選ばれた？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。高橋まゆみ先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。高橋まゆみ先生の記事もご覧ください。

懸賞懸賞

【応募締切】2015年8月31日　当日消印有効

 フィンランドに魅せられて
　もともと絵を描いたりモノを作ったりするのが大好きな子ど
もでした。工業デザイナーという仕事があることを知ったのは、
高校で先生に教えられたからです。「クリエイティブで堅実だ」
と思い、千葉大学工学部の工業意匠学科に入り、さらに修士課
程に進んでデザイン工学について学びました。
　学生時代、私がもっとも意識していたのはイタリアのデザイ
ンです。当時の日本で人氣があったのは南欧やアメリカの工業
デザインで、北欧はまだそれほど注目されていませんでした。
　デザイナーとしてキヤノンに就職し、コピー機をはじめとす
るOA機器のデザインをする部署に配属されました。工業デ
ザインでは、目を引く装飾や斬新な意匠よりも機能美を追求し
ます。操作のしやすさや使い勝手の良さを大切にするわけです
が、実際に企業で製品をデザインする中で、学校では学べなかっ
た多くのことを知ることができました。
　まず、OA機器の外装はプラスチックの射出成形技術によっ
て製造されますから、その知識に基づいてデザインする必要が
あります。またキヤノンという企業のアイデンティティ、つま
り個性や統一感も、デザインで表現しなければなりません。も
ちろん商品である以上、量産に向くことやコストも重要です。
　デザインの仕事は、頭で考え出すこと、あるいは紙やモニター
上に図面を描くことだと思われがちです。しかし特に工業デザ
インは生産技術と切り離すことができず、表現と技術が一体化
しています。そうした仕事をする中で、より広く、さまざまな
製品を手がける「プロダクトデザイン」への関心が高まりまし
た。食器やスプーン、フォークなどの、いわゆるテーブルウェ
アがその一例です。
　色々と調べるうちに、次第にフィンランドをはじめとする北
欧のデザインに魅かれるようになります。1993年、新婚旅行
の行き先には北欧を選びました。妻も建築関係のデザイナーで、
実はこの分野では、北欧のデザインは既に世界的な評価を得て
いたのです。
　旅行の前に、思い切ってヘルシンキ芸術デザイン大学に打診
したところ、見学の許可をもらうことができました。驚いたの
は学内の制作環境、つまり工房が充実していたことです。「い
つかはここで学びたい」という思いが募り、5年後、会社を退
職して留学することを決意しました。
　私が 2年間通ったのは、セラミック／ガラスデザイン学科

です。日本で仕事にしていたOA機器では、内部の仕組みに
手をつけることまではできませんでした。しかしテーブルウェ
アなどであれば、企画から製造までのほぼ全てのプロセスに関
わることができます。日本で陶磁器を手がけたことはありませ
んでしたが、フィンランドでは、もっとも興味を抱いたセラミッ
クを一から学ぶことにしました。

 シンプルで合理的で温かい
　北欧デザインの第一の特徴は、シンプルで合理的なところで
す。コーヒーカップでも椅子でも余計なものを省き、削ぎ落し
て“ミニマリスティック”なモノを作り出してきました。
　しかし実際に用いると、どれもが温かみを感じます。それは
形だけでなく、素材や製法など、あらゆる面に配慮が行き届い
ているからです。長く使うほどに、「使う人に幸せになってほ
しい」という、作り手の優しさを感じるに違いありません。
　フィンランドを代表するデザイナーとしてまず名前が挙がる
のが、アルヴァ・アールト（1898-1976）でしょう。北欧の
風土と伝統を活かしながら機能性を追求した建築デザインは特
に有名で、家具の意匠等でも優れた仕事を遺しました。フィン
ランドには彼が設計・内装を手がけた建物や、デザインした製
品を販売する店が数多くあります。
　またカイ・フランク（1911-1989）は、世界的な人氣を誇
る陶器メーカー「アラビア」のデザインを主導した人物です。
陶器だけでなく、ガラスでも大きな業績を上げました。企業の
経済活動にしっかりと寄与しながら、人々の生活を豊かで楽し
いものにしようとした姿勢は、日本を含む各国のデザイナーに
大きな影響を与えました。
　ヘルシンキ芸術デザイン大学で私は、「アラビア」で石膏職
人として働いていた、エーロ・コスケラ氏の指導を受けること
ができました。セラミック製品のデザイン検討の際には、原型

や成形型を石膏で作るのが一般的です。この石膏型を自分で作
れるようになろうと習いました。彼の精巧な技術には遠く及び
ませんでしたが、自分の手を使って形を考えることの大切さを
学べたと思います。後に私がデザインした皿を製品化した際に
は、彼に石膏型の作成をお願いしています。
　希望通りセラミックの工程を学んだ 2年間の留学の後、さ
らに 5年間をフィンランドに暮らしました。同行した妻も照
明デザイナーとして働き、私はキャンドルホルダー等のセラ
ミック製品を企画、デザインし販売する活動をしていました。
ときには、商品見本を詰め込んだ重いキャリーバッグを引いて、
フィンランドだけでなくスウェーデンにも足を伸ばして販売店
を回ることもありました。大変でしたが、お店の人たちや購入
してくださった方々との交流から学ぶことは多く、楽しく充実
した日々でした。

 フィンランドと日本の共通点
　フィンランドで私が最初に氣づいたのは、市民のデザイン意
識の高さです。特に学校や病院、駅や空港、公園などの公共空
間のデザインを、人々は行政や専門家任せにしません。実際に
使う自分たちのことが考えられてデザインされているかを厳し
くチェックします。
　一般市民がデザインに詳しい理由として、身の回りの物を自
分で工作するDIY が普及していて、しかもそのレベルが高い
ということがあると思います。中には自分で家を建ててしまう
人もいます。
　デザイナーの地位は高く、アルヴァ・アールトが都市計画に
参画したときは、大統領とじかに話し合うこともあったと聞い
ています。政府も「デザイン立国」を目指して、デザイン教
育や関連産業の振興に力を入れてきました。ヘルシンキは国際
インダストリアルデザイン団体協議会によって、2012年から
14年にかけての「世界デザイン首都」に選ばれています。
　寒冷で木材以外の資源に乏しいフィンランドの人々は、ずっ
と質素に暮らしてきました。しかしその中でも、毎日を心豊か
に暮らそうと知恵を働かせ、シンプルで合理的な高い水準のデ
ザインを生み出してきたのです。また厳しい自然の中ではぐく
まれた互いを思いやる氣持ちが、使う人のことを考え抜いたデ
ザインにも表れていると言えるでしょう。
　息子はフィンランド生まれなのですが、この春、彼の小学校
卒業に合わせて、家族でフィンランドを再訪しました。10年

東北工業大学ライフデザイン学部　教授
専門＝工業デザイン

梅田　弘樹 先生
《プロフィール》（うめだ・ひろき）1966 年神奈川県生まれ。千葉大学工学部卒業。同
大学院工学研究科修士課程修了。工学修士。デザイナーとしてキヤノン株式会社に勤務後、
1998 年、フィンランドのヘルシンキ芸術デザイン大学に留学。フリーランスのデザイ
ナーとして活動し、2005 年に帰国して東北工業大学講師。准教授を経て、2015 年よ
り現職。梅田先生デザインのキャンドルホルダー



これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

7
JUL

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

7
JUL

8
AUG

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

7月18日（土）「現代の忘れもの」
（仙台白百合女子大学第２8 回公開講座）

講　師　シスター 渡辺　和子（ノートルダム清心学園理事長）
仙台白百合女子大学講堂 350 名

13:30

▲

15:30

Tel 022-374-4475仙台白百合女子大学大学広報室
http://sendai-shirayuri.ac.jp/ ※申込締切：7 月 10 日（金）

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月18日（土）空間・情報デザイン特別講座 ヒトとキカイの間
（２）「人と機械のコミュニケーションデザイン」
講　師　小嶋　秀樹（宮城大学教授）

仙台市市民活動サポートセンター　4 階研修室 5 30 名

15:00

▲

16:30

Tel 022-377-8693学都仙台コンソーシアム・宮城大学
http://www.myu.ac.jp/site/renkei/gakutkoz2015.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月19日（日）学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2015

東北大学川内北キャンパス 講義棟

9:00

▲

16:00

Tel 022-721-2035特定非営利活動法人 natural science
http://www.science-day.com/

場　所

主催者

URL

問合先

7月18日（土）〜7月19日（日）第 14 回　みちのくウイルス塾
（日本ウイルス学会後援　ウイルス学夏の学校）

講　師　菅村  和夫（東北大学名誉教授・宮城県病院管理者）他
仙台医療センター 管理棟３階大会議室 （19 日は 9:00〜13:00）

13:30

▲

17:30

Tel 022-293-1173仙台医療センター・ウイルスセンター
http://www.snh.go.jp/Subject/26/juku/juku014.html

場　所

主催者

URL

問合先

7月20日（月）「睡眠カフェ」第 3 回　（睡眠改善のため 
の少人数制トレーニング・コース）
講　師　佐藤　俊彦（東北文化学園大学医療福祉学部准教授）

エル・ソーラ仙台 研修室 20 名

18:30

▲

20:00

sendai_stress@yahoo.co.jp東北文化学園大学
http://www.tbgu.ac.jp/univnew/wp-content/uploads/2015/06/suimincafe2015.pdf

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月25日（土）復興ボランティア学 EXPO2015

講　師　吉村　誠司（OPEN JAPAN 石巻）他
石巻専修大学 4 号館、5 号館

10:00

▲

16:00

Tel 0225-22-7716石巻専修大学
https://ja-jp.facebook.com/fukkouv

場　所

主催者

URL

問合先

7月25日（土）食品イノベーション特別講座（２）
「和食の良さと宮城の魚介類を学ぼう！」
講　師　西川　正純（宮城大学教授）

仙台市市民活動サポートセンター　4 階研修室 5 30 名

13:00

▲

14:30

Tel 022-377-8693学都仙台コンソーシアム・宮城大学
http://www.myu.ac.jp/site/renkei/gakutkoz2015.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月25日（土）第 3 回館長講座
「博物館はいつからあるのでしょう」
講　師　鷹野　光行（東北歴史博物館館長）

東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月25日（土）食品イノベーション特別講座（３）「日本は
美味しい！世界へはばたく日本の発酵文化」
講　師　金内　誠（宮城大学准教授）

仙台市市民活動サポートセンター　4 階研修室 5 30 名

15:00

▲

16:30

Tel 022-377-8693学都仙台コンソーシアム・宮城大学
http://www.myu.ac.jp/site/renkei/gakutkoz2015.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月25日（土）「久能山東照宮の文化財―家康の素顔―」

講　師　小林　一哉（久能山東照宮博物館副館長）
東北歴史博物館　1 階特別展示室、研修室 （特別展観覧券が必要）

15:00

▲

16:30

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月26日（日）記念講演会「徳川家康の教育と外交」

講　師　落合　偉洲（久能山東照宮宮司）
東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月29日（水）「仙台・江戸学」第 9 期
「周縁からみる仙台藩の成立」
講　師　七海　雅人（東北学院大学文学部教授）

大崎八幡宮　祭儀棟 100 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-234-3606「国宝大崎八幡宮　仙台・江戸学」実行委員会
http://www.oosaki-hachiman.or.jp/edogaku/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月  1日（土）しろ・まち講座「中国の瀟湘（しょうしょう）
八景から浮世絵の八景へ」
講　師　鈴木　かおる（仙台市博物館学芸員）

仙台市博物館ホール 200 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-225-3074「浮世絵の華」仙台展実行委員会 他
http://ukiyo-e-mmt.tv/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月  1日（土）東北大学サイエンスカフェ　第 119 回：ヒラメ・カレ
イの左右を科学する〜体が左右非対称になる仕組み〜
講　師　鈴木　徹（東北大学大学院農学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

8月  3日（月）「睡眠カフェ」第 4 回　（睡眠改善のため
の少人数制トレーニング・コース）
講　師　佐藤　俊彦（東北文化学園大学医療福祉学部准教授）

エル・ソーラ仙台 研修室 20 名

18:30

▲

20:00

 sendai_stress@yahoo.co.jp東北文化学園大学
http://www.tbgu.ac.jp/univnew/wp-content/uploads/2015/06/suimincafe2015.pdf

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月  7日（金）市民公開講座 No.319
「仙台城下の成立と空間構成」

講　師　小山　祐司（東北工業大学ライフデザイン学部教授）
東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月  9日（日）特別展「ご覧あれ　浮世絵の華」関連行事　
浮世絵摺り実演
講　師　三田村　努（伝統木版画摺師）

仙台市博物館ギャラリー

午前の部 10:30〜12:00／午後の部 13:30〜15:00

Tel 022-225-3074「浮世絵の華」仙台展実行委員会 他
http://ukiyo-e-mmt.tv/

場　所

主催者

URL

問合先

8月21日（金）市民公開講座 No.320
「浄化槽の処理の仕組みや特徴について」
講　師　中山　正与（東北工業大学工学部教授）他

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月21日（金）東北大学リベラルアーツサロン　第 36 回：古文
書が伝える江戸時代 〜日記から読み解く社会史〜
講　師　荒武　賢一朗（東北大学東北アジア研究センター准教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

「学び」イベントに行ってきました
参加体験記

　すいえんの　あまつ　おとめが　ころもでの
　　ひまにも　すめる　あきの　そらかな
と会津八一が薬師寺東塔水煙を歌った短歌をふと思い出し、「学び」イ
ベントに行って来ました。事前申し込み不要・無料講座だったので氣軽
に足を運ぶ事が出来、会場は 200 名ほど収容できる博物館ホールだっ
たのですが、ほとんど座席が埋まっていて非常に人氣の講演だった事が
窺えました。
　仙台市博物館で開催されている「国宝　吉祥天女が舞い降りた！─奈良　
薬師寺　未来への祈り─」展の【みどころ紹介】、という一般市民へ向け
た公開講座だったのですが、寺澤慎吾・酒井昌一郎学芸員どちらの講座も
前知識がほとんど無い状態にも関わらずとても分かりやすかったです。
　てっきり一般市民へ向けた公開講座という事で「歴史的背景から見た
展示物」の説明が長く続くのだろうと考えていたのですが、寺澤学芸員
は「麻布著色吉祥天像を科学的に見る」や「吉祥天女の服装」などの話を、
酒井学芸員は「薬師寺東塔に残る塑像残欠」や「地蔵菩薩立像は何故雲
に乗っているのか」といった話をなさっていたので、驚きながら話の一
つ一つを聞かせて頂きました。
　 しろ・まち講座終了後そのまま、吉祥天女が舞い降りた展を見てきま
した。前述した薬師寺東塔水煙のレプリカがあり、「凍れる音楽」と評
されていたイメージから水煙に彫られた天女もほっそりとした女性を想
像していたのですが、意外と恰幅が良くて少し笑ってしまいました。
　想像とは別の角度から物事を考える大切さの確認と、長年の疑問の解
決に繋がる「学び」となり、またイベントに参加したいと感じました。

（名取市　見過ぎ）

　「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」という『方
丈記』の書き出しが想起される。人間の身体も細胞レベル、分子レベル
で見れば、常に入れかわりがあり、消化管などは 3 日ほどで、全身でも
1年ほどでほとんどの細胞が新しくなっている。「お変わりありませんか」
という社交辞令には、「変わりありまくりです」と答えるのが本当なの
だとか。
　頑なに「自分を変えること」を拒もうとしている人がいたら、「そん
なに意地を張っても、今もあなたは変わっているのですよ（細胞レベル
では）。ふふっ」と、ほくそ笑むことにしよう。
　昆虫少年だった氏が、そこから生物学者へ進む道筋に違和感はないが、
一方で顕微鏡の歴史をたどる中で画家・フェルメールへの興味につなが
り、リ・クリエイト技術を駆使した光の王国展の監修をするまでにのめ
り込むあり方も研究者の資質に必要なのかと思わされる。
　趣味が高じてここまでくると、フェルメールフリークには避けては通
れない「マウリッツハイス美術館」からこんなご褒美がもらえた、とい
う美術館リニューアルの際のプロモーション映像が披露され、講演は幕
を閉じた。
　https://www.youtube.com/watch?v=vPCNDUs_Wrk
　研究と趣味との「面白味」を余すところなく伝えられた小一時間であっ
た。 （仙台市若林区　不易流行）

■しろ・まち講座「展覧会のみどころ紹介」
（「国宝　吉祥天女が舞い降りた！─奈良　薬師寺　未来への祈り─」関連）

講師　仙台市博物館学芸員　寺澤　慎吾　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井昌一郎　氏

2015 年 5 月 16 日（土）　13 : 30 ～ 15 : 00　仙台市博物館ホール

■東北大学艮陵同窓会特別講演会
　「生命を捉えなおす～動的平衡の視点から～」

講師　生物学者：青山学院大学理工学部教授　福岡　伸一　氏
2015 年 5 月 16 日（土）　16 : 00 ～ 17 : 00　勝山館

第 28 号　 土　壌

読者の声

「まなびのめ」第28号懸賞クイズの
正解は下記のとおりです。

図書カ
ード

1,00
0円分

図書カ
ード

1,00
0円分

図書カ
ード

1,00
0円分

今号も「まなびのめ」クイズを実施しております。正解者の中から抽選で3名様に図書カードが当たります
ので、奮ってご応募ください！！ ※詳細は研究者インタビューページをご覧ください。

Q.1　日本に多い黒っぽくてボクボクとした掘りやすい土の名称は？
答え　黒ボク土

Q.2　ほとんどの生物は、土の深さ何cmの中にいる？
　 答え　10 cm

第28号

クイズの正解発表！！

読者と編集部の
キャッチボール

　南條先生も大竹先生も人柄が良いというのが分る文章です。土をい
じる人に悪い人はいないな～と感じました。大竹先生のダニの話は勉
強になりました。ダニというだけで悪いイメージを持っていましたが、
払拭されました。「自ら調べ、全体を見て、思い込みを排し、他人の意
見に耳を傾ける」を私も心がけていきます。
 （仙台市青葉区・42 歳　女性）

編：私も取材に立ち会いましたが、お二人とも本当に「人柄のよさ」が
にじみ出ている感じの先生でした（あ、これまで登場した先生みなさん
がそうです）。研究内容の面白さとともに、研究者の人柄もお伝えして、
学術の世界をより身近に感じていただけたら、というのが「まなびのめ」
発刊時の想いでもありました。多くの方に伝わっているようで、とても
嬉しいです。

　復興に関わる記事を読んでワカメの茎の活用に興味が湧きました。レ
ストランの実現、楽しみです。 （仙台市宮城野区・74 歳　女性）

編：これまで廃棄されていたワカメの芯はミネラルが豊富と記事に出て
いましたが、現代人にはミネラル分が不足がちだそうです。同じく廃棄
処理されてきた下水を発電に利用する取り組みが仙台でも始まっている
と聞きました。こういう発想が新しく豊かな未来を創っていくのだと思
います。

　イベント情報を参考に仙台に出かけています。
 （大崎市・66 歳　男性）

編：ご活用いただき、ありがとうございます。イベントに参加された際
は、是非また「まなびのめ」までご感想をくださると嬉しいです。

　土壌学、土壌の中の生き物など、いままであまり関心のもたなかった
ことについてとてもよい勉強をすることができました。いろいろと頭を
刺激させていただきありがとう。感謝しております。
 （仙台市宮城野区・88 歳　男性）

編：2015 年が「国際土壌年」であることを知って、土という身近な存
在にも知らないことがたくさんありそうだ！　と「土壌」をテーマにし
ました。この記事をご覧になって「土壌」に関心が芽生えた方も少なく
ないのではないでしょうか。
その他のお便りと編集部からのコメントは Web 版でご覧いただけます。

Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://www.manabinome.com/
まなびのめ│ 検索

「まなびのめ」配色法：襲色目（かさねのいろめ）
第 29 号・夏／「破菖蒲」（ha syōbu）

「学び」イベントに参加したら
　　　　　　　　　  感想を書こう！

参加体験記

粗
品

進
呈

読者の皆様が参加された、「学び」イベントの感想やレポートをお待ちしています。
掲載採用させていただいた方のうち毎号1名様に1000円分の図書カードを進呈！
ご投稿いただいた全員にもれなく粗品をプレゼント！
※採用の可否、図書カード当選者は編集部に一任いただきます。
■投稿方法　はがき、FAX、E-mail、Web版投稿フォームにて受付。
■投稿先　　「まなびのめ」編集部　　※詳細は最終ページをご覧ください。

「まなびのめ」主な設置場所
「まなびのめ」紙版は、主に下記の場所で入手できます。見当たらないときは
お氣軽にお問い合わせください。
・宮城県内各大学
・宮城県内主な文化施設（宮城県図書館、宮城県美術館、東北歴史博物館、
　仙台市各図書館、仙台市博物館、仙台文学館、仙台市科学館、地底の森ミュージアム、

仙台市歴史民俗資料館、仙台市天文台、感覚ミュージアムなど）
・宮城県内主な会館（東京エレクトロンホール宮城、日立システムズホール仙台、
　仙台市民会館、仙台市戦災復興記念館、名取市文化会館、岩沼市民会館、 

えずこホール、白石市ホワイトキューブ、まほろばホールなど）
・主な市民センター（仙台市）、公民館（仙台近郊）、公立図書館（仙台近郊）など

7月18日（土）新たな時代に社会を動かすものとは〜ファイナンス・交流・情報（２）
「新たな視点で地域を観る　〜地域への交流人口誘致と地域資源活用法〜」
講　師　宮原　育子（宮城大学教授）

仙台市市民活動サポートセンター　4 階研修室 5 30 名

13:00

▲

14:30

Tel 022-377-8693学都仙台コンソーシアム・宮城大学
http://www.myu.ac.jp/site/renkei/gakutkoz2015.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員




