
掲載料は無料です。

「学び」イベント情報 募集中!!
Web版は随時更新。紙版次号向けには
6月上旬までに情報をお寄せください。

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

7月4日（土）講座
「オールドグラフィック
〜近代仙台のメディア文化〜」
講　師　仙台市歴史民俗資料館　学芸員

仙台市歴史民俗資料館

13:30

▲

15:00

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
場　所

主催者 問合先

7月10日（金）東北大学大学院環境科学研究科・宮城県環境生活部共催
サイエンスカフェ・スペシャル

「地球温暖化、止められないならどうする？」
講　師　村田　功（東北大学大学院環境科学研究科　准教授）他

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
場　所

主催者 問合先

7月18日（土）宮城大学公開講座（第 3 回）：
あなたが病気になってしまった時、
お子さんにどのように伝えますか！？
講　師　横山　佳世 ( 宮城大学看護学群　講師）

宮城大学サテライトキャンパス（SS30　2 階 ）

10:00

▲

11:30

Tel 022-716-6692宮城大学
場　所

主催者 問合先
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　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、内容等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。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたものが中止・
延期となることがあります。最新の情報は主催者のホームページ等でご
確認をお願いいたします。

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

毎週日曜日・祝日仙台市天文台展示ツアー

※展示室の見所や旬の天文現象について、担当スタッフがご案内します。
（展示室観覧料のみ）

仙台市天文台　展示室

10:30

▲

10:45　13:30

▲

13:45

Tel 022-391-1300仙台市天文台
場　所

主催者 問合先

3月27日（金）〜5月7日（木）新入生歓迎展示
「川内歴史さんぽ」

※東北大学川内キャンパスの歴史を紹介します。
東北大学附属図書館　本館　エントランスロビー展示コーナー

8:00

▲

22:00（土日祝 10:00

▲

22:00）

Tel 022-217-4995東北大学埋蔵文化財調査室・附属図書館・史料館
場　所

主催者 問合先

4月11日（土）〜6月14日（日）ウィリアム・モリス 
原風景でたどるデザインの軌跡

宮城県美術館

9:30

▲

17:00

Tel 022-221-2111宮城県美術館、河北新報社、KHB 東日本放送
場　所

主催者 問合先

4月24日（金）〜6月7日（日）企画展
「仙台の美と出会う―福島家三代の書画・
工芸品コレクション―」

仙台市博物館

9:00

▲

16:45

Tel 022-225-3074仙台市博物館
場　所

主催者 問合先

4月25日（土）〜6月24日（水）小企画展
「海の生きものとわたしたち
〜 3.11 からの復興を目指して〜」

スリーエム仙台市科学館　3 階　生活系展示室

9:00

▲

16:45

Tel 022-276-2201スリーエム仙台市科学館
場　所

主催者 問合先

4月25日（土）〜6月28日（日）企画展
「作家・編集者 佐左木俊郎　
農村と都市　昭和モダンの中で」

仙台文学館　企画展示室

9:00

▲

17:00

Tel 022-271-3020仙台文学館
場　所

主催者 問合先

4月25日（土）〜7月5日（日）企画展
「オールドグラフィック
〜近代仙台のメディア文化〜」

仙台市歴史民俗資料館

9:00

▲

16:45

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
場　所

主催者 問合先

4月25日（土）〜6月14日（日）特別展
「みやぎの復興と発掘調査」

東北歴史博物館

9:30

▲

17:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
場　所

主催者 問合先

4月25日（土）アースデイ講演会
「地球は今、アントロポセン？〜人類活動
による地質学的痕跡が増大する時代〜」
講　師　花輪　公雄（東北大学名誉教授）

仙台市天文台加藤・小坂ホール 50 名

14:00

▲

15:30

Tel 022-391-1300仙台市天文台
場　所

主催者 問合先

定　員

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

詳細はWeb版に掲載しております。http://manabinome.com/第49回 名著への旅
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おじゃまします
学びの庭に

宮城の農業用水は世界のお手本

水の浄化技術で環境を守るには
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これからの主な「学び」イベント32件掲載！
「学び」イベントに行ってきました
名著への旅
Voice Park

『ぼくは猟師になった』（千松 信也）

「学び」の場所へ

行ってみよう！

中山　正与 先生
東北工業大学　工学部　大学院工学研究科　教授
［水環境工学・廃棄物工学］

名著への旅

　近ごろ、イノシシなどの野生動物が都会に現れたとの報道が
いくつかあった。それに対して「野生動物を殺さないで！」との声
がいくらか上がった。「野生動物の住処を人間が奪ったのだから、
かわいそうな動物たちを傷つける筋はあるのか」と。その一方で、
都会では野生動物の肉が「ジビエ」として流通し、新たなグルメ
の潮流となっている。
　本書は、海外放浪を繰り返していた大学生がふとしたきっかけ
で狩猟の世界に飛び込み、猟師になっていく過程を描いたもの
である。師匠たちとの出会い、大学の友人たちと獲物を囲んで
の宴会、獲物をさばくときの工夫、ワナにかかったイノシシと向
き合った際の緊張感などが、詳細に語られている。
　猟師の営みは、広く自然と対話することに尽きるのかもしれな
い。季節や天候、地形などに合わせてワナを仕掛け、自ら殺し、
その命を余すことなくいただくことは、「動物としての人間」の“生
きるための技術”の集大成である。それはまた、自身の周囲の
環境のあり方を再考することにも結びつく。
　猟師の高齢化が言われる昨今、若い猟師の育成は里山の維持
にとって不可欠である。本書は狩猟の辛さと楽しさとを、狩猟に
縁遠い人びとにも十二分に伝えてくれる。                        （寺）

オブザーバー：笹氣義幸　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

次 号
テーマ   ：

『ぼくは猟師になった』

千松 信也 著
新潮社

（2008年12月1日初版発行）

発行／
http://manabinome.com/

Web版Web版
随時更新中！随時更新中！ まなびのめ

郷古　雅春 先生
宮城大学　事業構想学群・食産業学群　教授
［農業水利学］

「児童文学」「児童文学」

水

facebook

やってます!!
Twitter

Web版では、紙版に掲載しきれないイベント
情報や過去の研究者インタビュー記事、紙版
バックナンバーを閲覧することができます。他
にも、「編集部だより」や「読者の声」など…
Web版ならではのオリジナルコンテンツも！
ぜひ一度、アクセスしてみてくださいね♪

Webページは随時更新！！

読者と編集部の
キャッチボール

読者の声

　第 47 号 シリーズ「東日本大震災」【9】ー心理と行動ー

　東日本大震災に因んだ特集でしたが、令和元年は台風 19号で甚大
な被害もあったのでタイムリーな特集として興味深く読みました。
� （柴田郡柴田町・36歳）
編：自然災害はいつ身に降りかかるかわかりません。緊急時に適切
に動けるようにするには、心と行動の準備が大切ですね。

　物流の仕事をしていますがヒューマンエラーがなくなりません。
一に確認、二に確認と氣をつけているのですがゼロには出来ない理
由が少しわかりました。心理学に興味がわいてきました。
� （仙台市泉区・56歳）
編：「慣れ」こそが最大の敵のようです。仕事は熟練しながらも、氣
持ちはいつまでも新鮮に、慣れすぎないように心がけたいですね。

　れきはく“阿弖流為と坂上田村麻呂”に興味あり！　参加予定です。
� （塩竈市・72歳）
編：ありがとうございます！　ぜひご参加されましたら、体験記を
お寄せください！　楽しみにしております。

　「心理学」興味はあるものの、なかなか接する機会がなかったが、
とても興味深く読ませていただきました。とっさのときの自然災害、
人災等々、とても大変な時代に入ってきて、この内容をちょっとだ
けでもかじった知識を土台に、これからも少し勉強できればと思い
ました。� （仙台市太白区・71歳）
編：災害自体から身を守り、人災を防ぐためにも心理学が活躍しそ
うです。「学び」イベント情報には心理学関連のイベントが掲載され
ることもあるので、こまめにチェックしてみてください。

ヒューマンエラーには大変興味があったので参考になった。
� （仙台市宮城野区・46歳）
編：どんな仕事や職種にでもヒューマンエラーは付き物ですね。今
回の記事がこの減少に少しでもつながれば幸いです。

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。



おじゃまします
学びの庭に

今回の「学びの庭におじゃまします」のテーマは私たちの暮らしに欠かすことのできない「水」。
水資源全体の半分以上が「農業用水」ということを知り、
農業利水学が専門の宮城大学・郷古雅春先生のお話を伺うことにしました。
「水」についての知識・世界が広がる思いがします。

宮城の農業用水は世界のお手本 ※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。

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。

応募
方法

【応募締切】2020年5月31日　当日消印有効

懸賞懸賞

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。中山正与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。中山正与先生の記事もご覧ください。

懸賞

Q.1  大崎耕土は、国連食糧農業機関によって何に認定された？

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！

  県庁職員から 50代で大学教員に
　私は大学を卒業後、農業土木の技術者として 30年以上働い
てきました。宮城県の職員から大学の教員になったのは6年前、
54歳になる年です。
　きっかけは 2001 年、県庁に在籍したまま国際協力事業団
（現・国際協力機構）が派遣する、水田灌漑（かんがい）の技
術協力専門家として中国に赴任したことです。農業の近代化と
食糧増産に力を入れていた当時の中国で、全国の計画立案に 2
年間携わりましたが、高校時代に青年海外協力隊員にあこがれ
て農業土木の道を志したこともあって、大きなやりがいを感じ
ました。
　家族とともに北京で暮らす一方、中国各地の農村を回ったこ
とで、日本の農業の素晴らしさが改めて分かりました。中でも、
日本の農家が主体的に築いてきた農業用水の管理組織が、きわ
めて優れていることに氣づいたのです。
　水田稲作に限らず、農業にとって水が重要であることは言う
までもありません。途上国でも先進国でも、水資源の 6割か
ら 7割は農業用水として利用されています。農地に水を引く
灌漑、給水・排水を制御する用排水、水温調節や水路の保守な
ど、水の管理には高度な技術が欠かせません。そしてその管理
は農業以外にも、自然と人間との共生、景観の創造や保護、生
物の多様性、さらには防災・減災などの広い分野に関わってい

るのです。私は日本の農業用水やその管理について、改めて勉
強し直したいと考えました。
　帰国後、大学時代の恩師に相談したところ、大学院で学んで
論文にまとめることを強く勧めていただきました。実は行政職
員も、研究職や私のような技術職は、学会に所属して研究発表
を行うことが少なくありません。しかし研究者や大学の教員に
なろうと思ったことがなかった私は、大学院進学は全く考えて
いませんでした。もし大学院で学ぶとしたら、勤務を続けなが
ら社会人入学することになります。悩み、また家族にも相談し
た結果、挑戦を決めました。
　それまでの業績が認められ、博士前期課程（修士課程）では
なく博士後期課程の入学試験を受けられることになりました。
職務の傍ら試験勉強に取り組み、中国から帰国した翌春に入学。
44歳になる年から、3年間の大学院生活が始まりました。
　平日は中間管理職として毎日のように夜 9時頃まで残業し、
土日はフィールドワークと論文作成。やり遂げられたのは勤務
先、ご指導いただいた先生方、そして家族のおかげです。博士
号の取得後も 7年間勤務しましたが、宮城大学の公募がある
ことを知り、研究を深めるとともに今までとは違う形で自分の
知見を社会に役立てたいと考え、転身に踏み切りました。

  大崎耕土の水利事業を世界が認めた
　博士論文のテーマは宮城県の江合川水系、いわゆる「大崎耕
土」における農業水利です。仕事で歩いてはいましたが、大崎
地方を改めて調べてみると、古くから続く農家の知恵と努力に
圧倒される思いでした。宮城県は、江戸時代に「伊達 62万石」
「実力は 100 万石」と言われた仙台藩の領地と重なっていて、
質・量ともに米どころとして知られています。しかし実は、決
して稲作の適地ではありませんでした。
　江戸時代から新田開発が盛んでしたが、一方で洪水や水不足
にたびたび苦しんできました。また東北の太平洋側では、稲作
にとって大切な初夏を中心に、「やませ」と呼ばれる風が吹き
込んで冷害をもたらします。江戸時代は単位面積当たりの米の
収穫量が、現代の半分程度に過ぎませんでした。こうした厳し
い自然条件や災害を農家が力を合わせて克服し、高度な水利事
業を主体的・組織的に積み重ねたことで、米どころになったの
です。明治以降は農地や用排水施設の整備が進み、品種改良や
育苗の技術も向上しました。戦後になると農地改革や農業機械
の導入もあって、宮城の稲作はさらに発展します。

　2017年、1市 4町（大崎市、涌谷町、美里町、加美町、色
麻町）にまたがる大崎耕土は、国連の食糧農業機関によって「世
界農業遺産」に選ばれました。厳しい自然条件や災害を克服し、
巧みな水管理や「居久根（いぐね）」と呼ばれる屋敷林によっ
て豊かな農業・農村を築いてきた歴史と現状が、世界のお手本
になりうると評価されたのです。
　世界農業遺産の認定は、昨年の時点で 21カ国 58地域に過
ぎません。大崎耕土には伝統的な水管理システムをはじめ、居
久根を含む美しい景観、個性的な食文化や祭り、そしてマガン
の飛来地として世界的に有名な蕪栗沼などがあります。私たち
宮城に暮らす人間にとっては見慣れた農村風景だとしても、世
界から見れば人類の大いなる財産なのです。
　私は、最初は自治体に助言する立場で、最後には調査に訪れ
た外国人の方々に現地で説明する立場で、この認定に関わりま
した。ユネスコが認定する世界遺産と同様、世界農業遺産も認
定がゴールではありません。息の長い取り組みで地域の価値を
広め、伝えていく必要があります。農業生産物のブランド化や
観光地としてのアピール、交流人口の増加といった経済的価値
の向上も大切です。しかし私たち宮城県民が歴史を知り、誇り
を持って未来へつなぐことこそが、何よりも大切だと思います。

  東日本大震災と昨年の台風 19号
　2011年の東日本大震災では、宮城県の農業も甚大な被害を
受けました。発災から 9年を経て、農地や用排水設備などの
復旧事業は、ほぼ計画通りに進んでいます。
　県の職員だった私は、2012年には栗原地域事務所の農業農
村整備部長を、その 1年後には農林水産部に新設された、農
地復興推進室の初代室長を拝命しました。重い責任を負う立場
で考えていたのは「未来につながる復興とはどうあるべきか」
です。震災前から米の消費量は減り、米価は低迷し、多くの農
家が後継者難に悩んでいました。単なる復旧では、そうした状
況に歯止めをかけることはできません。私は農業土木の専門家
として、新たな農地整備への取り組みを決意しました。
　田植えや稲刈りの機械化などによって、稲作の労働は大いに
軽減されました。しかし水の管理に関しては、水深の調整や水
路脇の草刈りなど、人の目で確かめ、人の手を必要とする仕事
がたくさん残っています。新しい技術でこの手間を減らせれ�
ば、労働時間の短縮や後継者の確保につながるはずです。
　用排水については、水路の開閉設備の近接に取り組みました。

たとえば田に水を張るときは、排水路を閉めてから用水路を開
きます。しかし用水路と排水路には高低差が必要で、それぞれ
の開閉設備間に距離があるため、徒歩で巡回せざるをえません
でした。そこで以前からパイプが導入されていた給水に加え、
排水もパイプで行うことで、両方の開閉作業を 1カ所ででき
るようにしたのです。全国的にも先駆的なこの試みは、既に大
きな成果を上げています。
　排水路のパイプ化で、水路脇の草刈りの手間も大いに軽減さ
れました。残る難題は田と田の間の畦（あぜ）の草刈りです。
これは畦の幅を大きく広げ、除草用の機器を取り付けたトラク
ターが通れるようにすることで解決しました。耕作面積はその
分減ってしまいますが、それを補って余りあるほど、除草作業
の軽減は大きな課題だったのです。こうした新しい農地整備事
業を進める上で、農家の方々に説明を尽くし、意見交換を重ね
ることの大切さも、改めて知ることができました。
　昨年 10月の台風 19号は河川の氾濫や堤防の決壊による水
害をもたらし、宮城の農業はまたも大きな被害を受けました。
復旧・復興はもちろん大切ですが、一方では防災や減災につい
ての、新たな考え方や取り組みも必要です。たとえば豪雨につ
いては水田をダムに見立て、排水口に水を自然調整する装置を
取り付け、畦を超えない程度に水を調節しながらゆっくりと流
す「田んぼダム」の技術が、既に始まっています。
　伝統的な水管理技術や組織に加え、こうした先進的な日本の
取り組みは、国際貢献の面でも大きな意義を持っています。私
も研究、教育、農業と農村の振興に加え、国外での活動にも力
を入れてきました。そして最後に市民の皆さんには、私自身の
経験に基づいて、「勉強を始めるのに遅すぎることはない」と
申し上げたいと思います。
（取材＝2020年 2月 17日／仙台市青葉区・漁信基ビルにて）

宮城大学　事業構想学群・食産業学群　教授
専門＝農業水利学

郷古　雅春 先生
《プロフィール》（ごうこ・まさはる）1960 年宮城県生まれ。岩手大学農学部卒業。岩
手大学大学院連合 農学研究科 博士後期課程修了。博士（農学）。技術士（農業部門・農
業土木）。宮城県庁に勤務し、栗原地域事務所 農業農村整備部長、農林水産部 農地復興
推進室長などを歴任。2014 年より現職。



損して浸出水が流出した場合の影響評価などに応用が可能で
す。また埋め立て作業では、悪臭やゴミの飛散を抑え、虫や獣
を防ぐためなどの理由で、毎日最後に土で廃棄物を覆っていま
す。そして埋立地がいっぱいになると、やはり全体を土で覆っ
て土地の再利用を図ります。こうした作業で使われた土が、浸
出水をどの程度浄化しているのかも研究の対象です。
　他にも森林域を流れる河川と、下流の都市部を流れる河川の
水質を調べて、河川環境の改善を探る研究などをしています。
今特に力を入れているのは、大学の客員研究員である矢野篤男
先生と取り組んでいる「人工湿地」の研究です。自然湿地の浄
化作用に着目し、土と水と植物で再現した人工湿地は、次世代
の水処理技術として実用化されつつあります。今の下水処理施
設は空氣を吹き込むために大量の電氣が必要で、運転・管理に
は高度な技術を持つスタッフが欠かせません。日本が途上国に
技術を提供する際にも、人工湿地のようにエネルギーや高度な
技術を必要としない仕組みが求められているのです。
　市民の皆さんにも、ぜひ下水道や廃棄物処理について関心を
持って、自治体のホームページなどで学んでいただければと思
います。下水処理施設などでは見学も可能です。また私自身の
経験から、高校生向けの参考書での勉強もお勧めしておきます。
ただし、厚くて説明の詳しいものを選びましょう（笑）。
（取材＝ 2020年 2月 26日／
� 東北工業大学　八木山キャンパス　6号館 4階会議室にて）

おじゃまします
学びの庭に

私たちは暮らしの中で出る汚水等を何氣なく下水道に流していますが、
水の浄化技術がなければ大変な環境汚染となってしまいます。
普段あまり氣にすることのない水の浄化についても目を向けてみよう、ということで、
水環境工学が専門の東北工業大学・中山正与先生のお話に耳を傾けてみましょう。

水の浄化技術で環境を守るには
  微生物による水の浄化は傑作技術

　山形県の農家の長男に生まれ、農業高校を卒業して家を継ぐ
つもりでした。しかし小規模の農業では将来が厳しいと考え、
工業高校で土木を学ぶことにしたのです。専門科目の教科書に
は難しい公式がたくさん出てきましたが、その証明の多くは書
いてありません。「公式を理解したい」という氣持ちが高まって、
3年生になってから大学への進学を決意しました。
　工学部の土木工学科に入学してから、数学と、力学をはじめ
とする物理の基礎を学びなおしました。高校時代には手が伸び
なかった、高校生向けの詳しい参考書を買っての独学です。こ
れで高校の専門科目で習った公式も大学の授業も、どうにか理
解できるようになりました。橋の設計にあこがれていたため、
卒業論文のテーマも橋です。大学から助手として残るお話をい
ただき、全く考えていなかった研究の仕事に就くことになりま
した。
　配属されたのは水環境の研究室です。「土木工学科で水環
境？」と思いましたが、土木工学分野の仕事には上下水道の整
備も含まれます。しかし環境については、私が助手になった
1977年当時は全国的にもまだ学科は少なく、専門書も限られ
ていました。環境の大切さが認識され、研究も盛んな現在とは
大違いです。環境ですから、今度は化学と生物学の知識も必要
です。環境の専門書は難しく、またもや高校生向けの参考書を
買ってきて勉強しました。
　研究室の主なテーマは「活性汚泥（おでい）」でした。有機
物を含んだ汚水は腐敗して悪臭を放ち、人体や環境に悪影響を
及ぼします。ところが下水や廃水に空氣を吹き込み続けると、
なぜか水がきれいになることが知られていました。実は微生物

たちの固まりが増殖し、酸素を得て有機物を分解していたので
す。これが活性汚泥で、その活用による水の浄化は人類の傑作
技術と言えます。
　中世ヨーロッパの都市は、きわめて不衛生でした。都市壁に
囲まれ過密だった上に、おまるに排便した屎尿（しにょう）を、
まとめて川に流していたのです。これに比べて日本では屎尿を
肥料として活用していたため、100 万人が暮らしたとされる
江戸の町もたいへん衛生的でした。
　イギリスで、都市の下水を農地に引いて処理するようになっ
たのは 1860 年頃です。やがて汚泥を沈殿させて上澄みだけ
を川へ流すようになりますが、汚泥は船に積んで北海などに捨
てていました。かつては世界中で行われていましたが、現在で
は廃棄物の海洋投棄は厳しく制限されています。
　微生物を活用した下水処理（散水ろ床法）は、1893年にイ
ギリスで始まりました。こぶし大の石を敷き詰めた上から汚水
を撒き、石の表面に繁殖した微生物に有機物を分解させること
で、水を浄化するようになったのです。現在広く用いられてい
る活性汚泥法が実用化されたのは、1914年でした。

  活性汚泥の研究から汚泥の研究へ
　日本でも明治以降、人口が増え都市化が進み、化学肥料が普
及すると、屎尿や下水の処理が大問題になりました。仙台では
明治時代から下水道の整備が進みましたが、家庭から出る汚水
を雨水と一緒に流すという、現代から見れば不完全なものでし
た。費用や技術の問題から今でも使われていて、大雨などの際
は、やむなく雨水で希釈された汚水の一部を川に流しています。
　今の下水道は汚水と雨水を分離し、雨水は川に流す一方、汚
水は処理施設へと送られます。処理施設では固形状・泥状のも
のを沈殿させて除去した上で、活性汚泥の微生物によって有機
物を分解します。その後、浄化された水を川や海に流す一方、
活性汚泥は沈殿させて再び活用するのです。下水道や処理施設
が整備され、水洗トイレが普及した今では、川や海が汚れたか
つての姿は、想像するのも難しいかもしれません。
　微生物は肉眼では見えないほど小さな生物の総称で、明確な
定義があるわけではありません。活性汚泥にはズーグレアとい
う細菌をはじめとする様々な微生物が生息しています。有機物
以外でも、窒素化合物を分解して氣体にしてくれる微生物や、
リンを除去してくれる微生物までいるのです。私は活性汚泥の
こうした基礎研究に、10年間ほど従事しました。

　30歳を過ぎて、当時の建設省（現・国土交通省）の土木研
究所に 1年間行かせていただくことになりました。場所は現
在の茨城県つくば市です。下水道部の汚泥研究室に配属され、
下水から除去した汚泥の処理・処分・有効利用の研究に取り組
みました。
　処理施設で沈殿させるなどして出た汚泥は、当時は一部が農
業用の肥料として利用されるだけでした。多くは埋め立て処分
していたのです。しかし下水汚泥が増え続ける一方、埋立地に
は限りがありますし、環境への影響を抑える必要もあります。
　汚泥研究室では建築資材などに再利用する技術の開発や、埋
め立てにともなう様々な課題の解決に取り組んでいました。
1980年代半ばに 15％程度だった下水汚泥のリサイクル率は、
セメント原料化して建築資材に再利用できるようになった 90
年代半ばから大きく向上し、現在では 80％程度になっていま
す。一方、私が大学に戻ってからの中心的な研究テーマに選ん
だのは、埋立地問題の方でした。

  次世代の廃水処理を人工湿地で
　埋立地では、下水汚泥などの廃棄物から浸出する水の処理が
大きな課題です。廃棄物に含まれていた水分だけでなく、雨が
降るたびに高濃度の有機物・無機物を含んだ液体が浸出します。
これが土壌や地下水を汚染するのを防ぐため、埋立地の建設で
は、全体を特殊な遮水シートで覆い尽くさなければなりません。
さらに底部に排水管を張り巡らせて浸出水を集め、処理してか
ら放流するのです。
　浸出水が土壌に浸透してしまった場合の、土壌や地下水への
影響も研究する必要があります。土には物質を吸着して濾過す
るはたらきがあり、生息する微生物も有機物を分解してくれま
す。その浄化作用は廃水処理においても知られ、また研究され
てもいました。しかし浸出水のような高濃度の液体が土壌に浸
透する研究は、ほとんど未開拓だったのです。
　私は資材を特注して実験装置を作製し、円筒に土を詰めて浸
出水を流入させる実験を繰り返しました。浸出水のどんな成分
を、どんな土壌がどの程度除去できるのか。土壌の厚さを変え
るとどう変化するのか。浸出水が土壌内の隙間を埋め尽くす飽
和状態と、隙間に空氣が含まれたまま通過する不飽和状態では
どう変わるのか。こうした研究を重ね、1998年には博士論文
を書くことができました。
　研究成果は埋立地において、経年劣化などで遮水シートが破

東北工業大学　工学部　大学院工学研究科　教授
専門＝水環境工学・廃棄物工学

中山　正与 先生
《プロフィール》（なかやま・まさとも）1954 年山形県生まれ。東北工業大学工学部卒業。
博士（工学）（東北大学）。東北工業大学助手、講師、助教授を経て、2003 年より現職。

※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。

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。
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Q.2  微生物が有機物を分解することを利用して水を浄化させる方法を何という？

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！



※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

sendaibungakujuku@gmail.com

5月29日（金）東北工業大学 一番町ロビー 市民公開講座 
No.495「民家再生のはじめかた・つづけか
た：調査活動の意義とカフェ企画への展開」
講　師　不破　正仁（東北工業大学 建築学科 准教授）

東北工業大学一番町ロビー 2F ホール 120 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学
場　所

主催者 問合先

定　員

Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://manabinome.com/
まなびのめ│ 検索

キーワード・タグ
検索も
できます

5
MAY

5月30日（土）まちなか美術講座
「モリス―その多彩な仕事」

講　師　赤間　和美（宮城県美術館　学芸員）
宮城県美術館

13:30

▲

Tel 022-221-2111宮城県美術館・東北工業大学
場　所

主催者 問合先

5月31日（日）東北医科薬科大学附属薬用植物園見学会

東北医科薬科大学附属薬用植物園

10:00

▲

12:00

Tel 022-727-0086東北医科薬科大学
場　所

主催者 問合先

6月2日（火）宮城大学公開講座（第 1 回）：
脈のお話〜正しく怖がろう！
不整脈・不整脈治療の最前線〜
講　師　齊藤　奈緒（宮城大学看護学群　准教授）

宮城大学サテライトキャンパス（SS30　2 階 ）

13:30

▲

15:00

Tel 022-716-6692宮城大学
場　所

主催者 問合先

6月6日（土）特別展
「みやぎの復興と発掘調査」 
関連イベント 講座
講　師　芳賀　文絵（宮城県教育委員会）

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
場　所

主催者 問合先

6月6日（土）仙台文学館ゼミナール 2020
小池光短歌講座　第 122 回

講　師　小池　光（歌人）　 ※申込締切：5 月 9 日（土）
仙台文学館 90 人

13:30

▲

15:40

Tel 022-271-3020仙台文学館
場　所

主催者 問合先

定　員

6月19日（金）第 173 回サイエンスカフェ：
リモートセンシングでみる農と環境

講　師　米澤　千夏（東北大学大学院農学研究科　准教授）
東北大学片平さくらホール　2 階会議室

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
場　所

主催者 問合先

6月20日（土）コミュニケーション能力養成講座
〜 Monopoly で磨く交渉術〜
2020 年度第一期

東北大学工学部　青葉記念会館 4F 約 100 名

10:00

▲

17:00

LibraryOnTheShore@gmail.com海辺の図書館
場　所

主催者 問合先

定　員

6月20日（土）宮城大学公開講座（第 2 回）：
新・心のサプリメント　
―3 コマ漫画から学ぶ論理的思考―
講　師　櫻木　晃裕 ( 宮城大学事業構想学群  教授）

宮城大学サテライトキャンパス（SS30　2 階 ） 20 名

10:00

▲

11:30

Tel 022-716-6692宮城大学
場　所

主催者 問合先

定　員

6
JUN

4月25日（土）せんだい文学塾 4 月講座
「歴史・時代小説での発見」

講　師　熊谷　達也（直木賞作家、仙台市在住）
仙台文学館

16:30

▲

18:30

sendaibungakujuku@gmail.comせんだい文学塾
場　所

主催者 問合先

5月2日（土）講演会 
「大阪芸術大学図書館所蔵 『ケルムスコッ
ト・プレス刊本コレクション』について」
講　師　籔　亨（大阪芸術大学　名誉教授）

宮城県美術館 講堂

14:00

▲

Tel 022-221-2111宮城県美術館、河北新報社、KHB 東日本放送
場　所

主催者 問合先

5月9日（土）傾聴ボランティア公開講座
引きこもりへのアプローチⅡ
〜短期療法・家族療法の視点〜
講　師　若島　孔文 ( 東北大学大学院　教授 )

仙台市シルバーセンター　第 1 研修室

10:00

▲

12:00

Tel 070-2025-8200NPO 法人仙台傾聴の会
場　所

主催者 問合先

5月9日（土）特別展
「みやぎの復興と発掘調査」 
関連イベント 講演会
講　師　山崎　健（奈良文化財研究所埋蔵文化財センター環境考古学研究室長）

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
場　所

主催者 問合先

5月16日（土）まちなか博物館講座

講　師　小田嶋　なつみ（仙台市博物館　学芸員）
東北工業大学一番町ロビー　2 階ホール 140 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-723-0538東北工業大学・仙台市博物館
場　所

主催者 問合先

定　員

5月16日（土）せんだい文学塾 5 月講座
「書評家とライターの条件」

講　師　豊崎　由美（書評家）
仙台文学館

16:30

▲

18:30

せんだい文学塾
場　所

主催者 問合先

5月22日（金）第 172 回サイエンスカフェ：
サイバー医療で健康社会を作る！ 〜バー
チャル・リハビリから「魔法の鏡」まで〜
講　師　吉澤　誠（東北大学サイバーサイエンスセンター 教授）

東北大学片平さくらホール　2 階会議室

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
場　所

主催者 問合先

5月24日（日）しろ・まち講座
「街のちいさな美術館が紡いだ刻（とき）
〜地域の美術文化を遺すために〜」
講　師　尾暮　まゆみ（元福島美術館学芸員）

仙台市博物館ホール 200 名

13:30

▲

17:00

Tel 022-225-3074仙台市博物館
場　所

主催者 問合先

定　員

5月26日(火)・6月9日(火)・23日（火）仙台文学館ゼミナール
2020

「落語を味わう」 （全 3 回）
講　師　六華亭　遊花（落語家） ※申込締切：5 月 12 日（火）

仙台文学館 80 人

10:30

▲

12:00

Tel 022-271-3020仙台文学館
場　所

主催者 問合先

定　員

5月26日（火）東北工業大学 一番町ロビー 市民公開講座 
No.494「ヘルステックをご存知です
か？」
講　師　多田　美香（東北工業大学 環境応用化学科 准教授）

東北工業大学一番町ロビー 2F ホール 120 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学
場　所

主催者 問合先

定　員

5
MAY

詳細はWeb版に掲載しております。http://manabinome.com/

「まなびのめ」第47号懸賞クイズの
正解は下記のとおりです。

第47号

Q.1 　災害発生時に「これくらいは通常の範囲だ」と思う認知バイアスを何という？
答え　正常性バイアス

Q.2 　簡単に安心してしまわないことで安全を確保することを何と呼ぶ？
　 答え　不安心安全

■アイヌの美しき手仕事　柳宗悦と芹沢銈介のコレクションから

2020年 1月 25日（土）～ 3月 15日（日）　宮城県美術館

参加体験記

■せんだい文学塾 1月講座「小説を読むというテクニック」

2020年 1月 25日（土）15：30開場　16：00～ 18：00　仙台文学館

　久々に見た本格的なアイヌ関連の展示でした。小学生のときに修
学旅行の自主見学でなんとなく選んだ施設（函館北方民族資料館だっ
たのではないかと思いますが定かではありません）で、初めて見た
アイヌの装束に圧倒されたことが強く印象に残っています。
　柳宗悦は民藝運動の創始者、日本民藝館の創設者であり、優れた
審美眼を持った人物だったようです。芹沢銈介は、型絵染作家であ
ると同時に世界中の民俗資料の蒐集家でもあります。芹沢が初期に
蒐集していたアイヌコレクションは戦災で多くが焼失したそうです
が、焼失後に再び衣装や工芸品を集め、それらが現在に引き継がれ
ています。この企画展は日本民藝館と静岡市立芹沢銈介美術館の所
蔵品がかなりの割合を占めていました。
　展示されていた衣装は、オヒョウの樹皮やイラクサなど素材の色
そのままの生地に、テープ状に切った赤や藍色の布を縫い付けたも
のが多数ありました。アイヌといえば「藍地に刺繍」のイメージがあっ
たのですが、そういう衣装はあまり多くないのかもしれません。
　財布やヘラ、動物の骨や角からできた煙草入れなど日用品類もい
くつか展示されており、衣装同様それらにも文様が施されていまし
た。魔除けの意味もあったという独特の文様は素晴らしく、魅力的
でした。

　柳と芹沢のコレクションから、アイヌ関連以外の蒐集品も展示さ
れていました。柳のコレクションでは琉球王朝時代の紅型（びんが
た）、芹沢のコレクションでは前期のみ公開だったロシアの少数民族
の魚皮衣が見事でした。魚皮衣は文字どおり、鮭などの魚の皮でで
きた衣です。鱗は取り払われているようでしたが表面は魚の皮の模
様が面白く、ゴワゴワやガサガサしているのか、それとも滑らかな
のか、触り心地が氣になりました。
� 「まなびのめ」編集部　三上志穂

　先日、久しぶりにせんだい文学塾に参加してきました！
　せんだい文学塾は、（ほぼ）毎月 1回、仙台文学館を会場に開催さ
れている文学講座です。
　（以下、HP からの引用ですが）せんだい文学塾の前身は、2007
年にスタートした市民向け公開講座「小説家・ライター講座」（主催
は山形市にある東北芸術工科大学）。2009 年度をもって主催者の東
北芸術工科大学がカリキュラムを終了したため、2010年度より受講
生有志の自主運営で、「せんだい文学塾」として再スタートしたそう
です。
　毎回著名な作家さんがゲスト講師として来仙し、前半は、事前に
提出のあった受講生の作品の中から選ばれた創作作品を合評し、後
半は講座アドバイザーを務める文芸評論家の池上冬樹さんとゲスト
講師のトークショーという形式になっています。これまで、角田光
代さん、三浦しをんさん、江國香織さん、中村文則さんなど豪華な
顔ぶれが登壇されています。�
　今回の講師は、文芸評論家、漫画・映画評論家、学習院大学教授
の中条省平さんです。せんだい文学塾の常連講師で辛口と評判（？！）
の方。作品を読まれる受講生には、予め、どんな批評を受けても大
丈夫か覚悟を問われるそうです。
　この日はバラエティ豊かな三作品が取り上げられましたが、プロ
の方が一語一語こんなに丁寧に読んでくれることに感動を覚えまし
た。
　「読者には、（本来）読む義理も義務もない。そういう人たちにど
うやって読ませるかが重要」と言う中条さんの言葉がとても印象に
残っています。「そのためには、極力無駄を省く。よほど自信がなけ
れば、“比喩”は使わない」というお話も興味深かったです。
　後半のトークショーでは、中条さんが最近、お勧めする映画や漫画、
小説などのお話を存分に聞かせていただきました。講座終了後には
サイン会もあり、本好き人間には至福の時間でした。
　今後の予定は団体のHPをご覧いただき、ご興味のある方はぜひ参
加してみてください。
〈せんだい文学塾〉
https://sites.google.com/site/sendaibungakujuku/
� 「まなびのめ」編集部　庄司真希

「まなびのめ」配色法：襲色目（かさねのいろめ）
第48号・春／「桃」（momo）

「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、スリーエム仙台市科学館、
　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、
　トークネットホール仙台、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

「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

。すまいてしち待おをトーポレや想感のトンベイ」び学「、たれさ加参が様皆の者読
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。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されていたものが中止・
延期となることがあります。最新の情報は主催者のホームページ等でご
確認をお願いいたします。

せんだい文学塾 6 月講座
「詩とともに歩く」

講　師　和合　亮一（詩人・中原中也賞）
仙台文学館

16:30

▲

18:30

sendaibungakujuku@gmail.comせんだい文学塾
場　所

主催者 問合先

6月27日（土）


