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リレー

対

の質に貢献できる大学へ
度建学の理念に立ち返ろう

中学から夕張炭鉱の親元離れて札幌へ

炭鉱閉鎖の束縛から解放されて弾けた高校生活

夏に真冬の服装で登校したら １００円くれと

お 茶 目 な 提 案 で 資 金 を 得 ︑球 技 大 会 で ふ る ま い コ ー ラ

制服廃止に反対したならば卒業式には自由な服装

親父の紋付袴でクラス代表に

山田清
山田
清志
志氏
学校法人東海大学 常務理事、東海大学 学長
1955 年 5 月 16 日生まれ、北海道出身。1980 年 早稲田大学法学部 卒業。2004
年 4 月 東海大学教養学部人間環境学科 教授（現在に至る）。2014 年 5 月 学校法
人東海大学常務理事（現在に至る）。2014 年 10 月 東海大学学長（現在に至る）
。
2015 年 1 月 ハワイ東海インターナショナルカレッジ理事長（現在に至る）
。日本学
生野球協会理事 ･ 副会長、大学監査協会理事、スウェーデン社会研究所理事 ・日本
ブルガリア交流協会副会長 等多数活動。2010 年 11 月 タイ王国モンクット王ラカ
バン工科大学より名誉博士の学位、2011 年 9 月 ロシア連邦共和国モスクワ国立大
学より名誉教授の称号、2018 年 5 月 ロシア連邦極東連邦大学より名誉学位の称号
を授与される。

創立者が蒔いた種は時を経て人生
真の教養が求められている今、
もう一

政治家を志して早稲田の法学部

演説一番海部さん人望一番藤波さんの雄弁会に

ひょんな事から東海大学の法学部設置に関わって

デンマーク・ハワイと海外勤務

周年に向けてシンプリファイを

1982 年 札幌医科大学卒業。同年東京女子医科大学小児科入局。1986 年 同大学
母子総合医療センター小児保健部門所属。1992 年 医学博士取得。1994 年同大
学講師。1999 年 葛飾赤十字産院副院長。2006 年 葛飾赤十字産院院長。小児科
専門医、子どもの心相談医。専門は小児保健、ハイリスク児のフォローアップ。
【主な所属学会と役職等】日本小児科学会（男女共同参画推進委員会委員）
、日本小
児皮膚科学会（運営委員）、東京都小児保健協会（幹事）、日本タッチケア協会（幹
事）
、NPOブックスタート（理事）
、俳句結社「知音」同人／俳人協会会員
【共著書】
『35 歳からの “ おおらか ” 妊娠・出産』／監修『知っておきたい赤ちゃんと
子どもの病気とホームケア』

学部の多さは日本一

日本赤十字社 葛飾赤十字産院 院長

それでも新設健康学部やっぱり先駆けモットーに

三石 知左 子 氏
三石知左子
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いたずらばかりしていた
札幌南高校時代
三石 今回は︑東海大学学長の山
田清志さんを指名させていただきま
した︒宜しくお願いします︒
山田 こちらこそ宜しくお願いし
ます︒
三石 実は︑山田さんとは中学︑高
校と同じ学校で︑先日︑朝日中高生

きつけて目立っていたのかなって︒高

があって有名で︑何故あんなに人を惹

医大と北大医学部と合わせてあの自

す︒ちょうど旭川医大ができて︑札幌

が︑三石さんの様に医者になっていま

ね︒小さい頃からいたずらっ子でした

三石 エピソードは数知れません

たんですよ︒

校卒業の時も当然の様に総代でした

か？

山田 炭鉱町はヒエラルキー社会

治体に３つの医学部があったし︑足を
延ばせば弘前大学の医学部もあった

よね？
山田 総代じゃなくクラス代表で

で︑管 理 職だった親 父の職 責が子ど

もの世 界にも 反 映されて︑それなり

ことも影響しているのでしょう︒
北 海 道では一番の高 校でし

の振る舞いをしなくてはいけなかった

すよ︒総代ならもっと勉強できるの

たが伸び伸びと活動していて︑山田さ

のですが︑中学から親元を離れてその

三石

三石 でも︑代表で校長先生から

んはとても人望があって︑いろんな意

がいっぱいいた︵笑︶

卒業証書を受け取っていたでしょ︒皆

束縛から解き放たれて︑勝手なこと

校に入ったんです︒三石さんとは通学

学の時から札幌で︑そして札幌南高

山田 父が炭鉱勤めで︑私だけ中

えが代 表して卒 業 証 書を 受け取れ﹂

言ったら︑
﹁それは面 白い︒じゃおま

なら卒業式は紋付袴でもいいのか﹂と

と学生服で通したけど︑
﹁服装が自由

で８０００円程儲かりました︒股引

ロールしなかったけど︑他の２クラス

いつならやるに違いない﹂と誰もエン

持ちかけたりね︒クラスメイトは﹁あ

格 好をしてきたら１００円くれ﹂と

１番だったのに中学２年の２学期に︑

しかった︒田舎の中 学 校では成 績は

山田 そういう意味ではすごく楽

のね︵笑︶

役を演じていたのが︑はじけちゃった

三石 地元では﹁いい坊ちゃん﹂の

ばっかりやっていましたね︵笑︶

路も一緒︑同じクラスではなかったけ

という事になって夕張から母親が親

を 履いて長 袖のシャツに︑セーター︑

札幌市立啓明中学校という札幌で御

山 田 そう︑例えば夏に﹁真 冬の

味で目立ってました︒

ど︑何となく親近感がありましたね︒

父の紋付袴︑草履から総て一揃え届け

オーバーにマフラー巻いて学校に行っ

山田 私は制服廃止に反対でずっ

すごく納得してました︒

三石 記憶が定かではありません

てくれました︒でも母親は﹁恥ずかし

三家という有名な中学校に行ったら︑

新聞で懐かしく記事を拝見しました︒

が︑高校でも生徒会の会長をしていま

て﹁ほら︑１００円よこせ﹂
って︵笑︶

クラスですから学年では

５００人ぐらいですね︒それで１５０

三石

１５０番で︒もう︑衝撃でね︒

ケツに氷を入れて﹁ふるまいコーラ﹂

らした経緯をお聞きかせいただけま

学は早稲田でしょう？東海大学にい

番だったら悪くないじゃない︵笑︶大
知りませんでした︵笑︶全
部使い切ったんですか？

三石

をしました︒

だったので︑その８０００円でポリバ

２年ぶりに開催された球技大会の時

い﹂と卒業式には来ませんでしたが︒
着つけはして下さったんで

山田 ﹁自分で着ろ﹂と言われまし

しょう？

三石

したか？
山 田 していませんよ︒あの頃は

したがノンポリでした︒我々の前年と

た︒剣道部でしたので︑袴をはいたり

高校で学生運動をやっていた時代で

その前の年は卒業式も出来ず︑入学

するのは慣れていたので︒
三石 かなり話題になりましたよ

当時は校内にバルサンの臭いがしてい
ました︒

お母さんに言って︑北海道新聞に﹁南

忌み嫌うのは法学部を出た人間です︒

山田 先代の松前重義先生が最も

すか？
山田 母校は北海道で有数の進学

校のＹ君﹂
ってカコミ記事が掲載され

山田 勿論︵笑︶クラスの女の子が

れていて︑どうにか平穏を保った頃入

校で︑我々の期では卒業生の３分の１

ね︒

学でした︒山田さんはとても存在感

三石 入学の前年まで大荒れに荒
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いたのは︑陸 軍ではなく 東 大 法 科を

先生に言わせると︑日本を戦争に導

いたんですか？

めて知りました︒実際︑何をなさって

いて︑ハワイに東海大学があるのを始

れました︒

で︑次の吉川直人学長が実現してく

一のケースです︒持ちこたえたおかげ

山田 以前︑別の取材でもお話し
しましたが︑今 学 長をやれているの
は︑あの経験があったからだと思いま

か？

山田

学部

学 科・ 専 攻・ 課

三石 現在何学部何学科あります

﹁先駆けであること﹂を
モットーに学部学科を編成する

出た官僚共だ﹂と︒東海大学は総て
の学 部がある 大 学でしたが︑昭 和
年︑ここで打ち止めと医学部を作り
ました︒しかし︑その時はまだ法学部

す︒最初から﹁潰す﹂目的でハワイに
行ったんです︒
三石 すごい赤字を抱えていたん

岡武夫先生も︒一番演説が上手かった

他にも森喜朗先生︑小渕恵三先生︑西

村博文さん︑その上に山本有二さん︒

知事の黒岩祐治が同期︑ひとつ上に下

で雄弁会にも入りました︒神奈川県

父が﹁早稲田なら政治家を﹂と言うの

山田 それで早稲田に行ったら︑親

た︒好 意 的な秘 書の人が作ってくれ

てすごく 速 く 話すので︑往 生しまし

んですが︑皆わざと難しい単語を使っ

た︒一応学長の私が会議の司会をする

いたから︑すごく 意 地 悪をされまし

の教職員は何をしに来たかを知って

言う事でしたが︑情も移るしね︒現地

らいの赤字で﹁１年で潰して来い﹂と

山田 毎年︑２億４０００万円ぐ

がら選ぶわけですね︒

にするかライスカレーにするか悩みな

三石

山田 ２万８０００人ぐらいです︒

レーとカレーライスみたいな・・・

と社会環境学科とか⁝⁝︒ライスカ

と情報理工学部とか︑環境社会学科

程ですね︒似たような情報通信学部

のは海部俊樹先生︑一番人望があった

う事を言ってたのか﹂
ってね︵笑︶

たメモを 辞 書を 引きながら﹁そうい

か？

三 石 さ んの 様に 最 初 から

﹁何になろうかな﹂と思ってる人が困

医者になろうと思う人はいいんです︒

山田

学 生さんは︑カレーライス

三石 学生さんは何名ぐらいです

法学部の両方受かりましたが︑早稲田

三石 大変でしたね︵笑︶何年いら

るんです︒

大学に採用されたのも法学部に行った

まり好きじゃなかったのですが︑東海

の中に入っています︒他 国の大 学が

です︒今その学校はハワイの州立大学

山田 １年のつもりが結局５年半

すよ︒科目数も１万９０００ぐらい

山田 学部・学科数では日本一で

したんですか？

お陰なので︑叔父には感謝しています︒

敷地を取得して︑その中にキャンパス

あって︑選択肢がすごく多くていい事

三石 学部も学科もこれだけある

三石 東海大学に入ってから﹁ハワ

を持っているアメリカの州立大学で唯

と受験生は悩むでしょう？

イに行きます﹂という挨拶状をいただ

叔父から﹁法律に行け﹂と︒法律はあ

の政経学部政治学科を卒業している

のは藤波孝生先生です︒政経学部と

ですか？

75

がなく﹁総合大学として画竜点睛を

三石 随分遅かったですね︒

私は政 治 家になってほしい

19

欠く﹂と進言しても意に介さず︑しか
し皆さんから言われてようやく昭和
年に法学部をつくりました︒

山田 本当に最後の最後です︒そ
の頃お世 話になっていた東 海 大 学の
顧問弁護士の方に﹁明日から東海大
学へ行け﹂と言われて︑１９８４年の
８月から法学部をつくる仕事に関わ
ることになりました︒当時松前先生
は 歳でしたか︒三石さんの様な人か
らすると﹁どうしてその後任として山

三石

田が東海大学の学長なんだ﹂でしょ？

と思ってました︒
山田 政治家になるつもりだった
んです︒物心ついた時から石炭産業が
斜陽化していって︑
﹁これは政策の誤り
だろう﹂と親父に相談したら﹁東大法
学部に行って通産省に入れ﹂と言われ
たんですが︑残念ながら落ちました︒
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験ですね︒ジャムの種類があり過ぎる

三石 ﹃選択の科学﹄のジャムの実

います︒

選択の幅を狭くして行こうと思って

の 周年にかけて︑むしろこれからは

だと思っていたんですが︑２０２２年

しては揃っていると思ってい

を囲む素材も多く︑土壌と

部などがあり﹁健 康 学 部﹂

医 学 部・ 体 育 学 部・ 農 学

す︒他の大学と比較しても

学﹂を目指そうとしていま

も元々の発想は生活学部でした︒この

から〝教養学部〟と言いなさいと︒で

ましたが︑そう言う名前の学部はない

いる学部を﹁生活学部﹂にしようとし

社会科学︑それらが総て一緒になって

音 楽や芸 術︑自 然 科 学︑国 際 関 係︑

いく消費者が増える︑という⁝⁝︒で

と選べなくて︑種類が少ないと買って

ます︒

生そのもの﹂を意味してい

ます︒ＱＯＬもライフは﹁人

ます︒今急に取ってつけたように﹁健

てくれて︑どこかにその種が落ちてい

大学は松前先生がいろんな種を蒔い

ピーで動画もつくって︑最後に学長が

海大学は考える︒
﹂というキャッチコ

れ︑
﹁世界はＱＯＬを求めている︒東

と思う中で︑あえて健康学部を創ら

をあえて健康学部にしたの

健 康 学 科 をつく る ところ

した︒通常︑医学部の中に

う感じだと思って拝見しま

三 石 ﹁健 康 長 寿﹂とい

に土壌となっていたものがあったので

に出なくても︑
﹁つくろう﹂という時

三石 過去の記憶の隅にあって表

があると言われました︒男女比で女

汗臭い︑男臭い︑運動というイメージ

る 子 達の学 士 号は﹁健 康 学 士﹂にな

山田 この学部を４年後に卒業す

を日 本で一番 最 初に始めました︒実

宇宙学科 航空操縦学専攻﹂というの

山田 特徴的な学科である﹁航空

たからで︑航空操縦学専攻を作った

校﹂です︒戦前に航空のＤＮＡがあっ

時の文部省から最初は﹁駄目﹂と言わ

かな生活ができる人材をつくろうと︑

年によく医学部を

山田 医学部をつくったのは大学

ら︑医学部もつくられたんですね︒

三石 本当に先見の明があったか

創ったなと思いますよ︒

てみると︑昭和

からなんです︒それと同様に今 考え

のは︑創立者が種を蒔いてくれていた

本に今までない健康学部という名称

ある意味︑意味がありますね︒

三石 何でも一番最初と言うのは︑

は先駆けになると思っています︒

すね︒

来て︑山田学長が攻勢をかけてるのか

子が少ないので︑そのいいところは残

ります︒我々の大学は﹁先駆けである

は︑東海大学の前身は﹁航空専門学
三 石 それはやっぱり︑柔 道とか

は︑どうしてですか？

な︑と思いました︒

しつつ︑男臭さのイメージを変えてい

こと﹂をモットーにしているので︑日

駅伝とかのイメージが強いから⁝⁝︒

最 初﹁学 長﹂というキャプ

ションすらなくて︑一般の人は〝誰︑こ

きたいと思ったんです︒

三石 第三者が見たらそうね︒あ

いは出してくれと頼んだんですよ︵笑︶

山田 文 系はイーブン︑理 系は７
対３で男 子が多い︑文 学 部︑観 光 学

れは当然広告代理店が作ってるんで
しょう？

れて︑全体で比率を上げようとはして

れた﹁海洋学部﹂という学部がありま

山田 先駆けという意味では︑当

れからの東海大学が何をブランドイ

います︒健康学部も女子が多いと思い

す︒又︑ 年ぐらい前︑松前先生は豊

部︑文化社会学部をつくって女子を入

メージにするかを 考えました︒東 海

ますが︑健康に資する人材をつくる事
を目標に﹁人生の質に貢献できる大

大学の先生を経験されて女子大の学

山田 電通です︒ 周年の時にこ
75

長になられた先生から︑東海大学は

30

50

山田

れ？〟
ってなるでしょ︑それで職責ぐら

ういう経緯があってのことです︒

ロダンのような考える人になって出て

康学部﹂と言い始めたのではなく︑そ

も︑そうやってシンプリファイしよう

80

2018. 11 ●月刊公論 14

三 石 知 左 子 氏× 山 田 清 志 氏

人から﹁お前なんか︑みんな松前総長
思っています︒少なくとも附属高校か

ちの大学の子はＭＡＲＣＨクラスだと

国士舘︶というカテゴリーですが︑う

んとあるんです︒

を評価するというのが制度的にちゃ

山田 ＦＤと言って︑学生が教員

点から外れてだんだん専門化に煮詰

り前からおっしゃられていて︑その原

先生は﹁文理融合﹂ということをかな

ができて 年ぐらいの頃ですね︑ある

の遺産で食ってるだろう﹂と︑仰せの

まってきているので︑もう一度︑御膳を

ひっくり返すような事をしてみたいと

思っています︒現在医学部には学士入

学で社会人入学の学生も入れていま

す︒最初は１２０人定員で 人ぐらい

一般教養︑いわゆるリベラルアーツ的

変で今は 人ぐらいです︒その人達は

でしたが︑その後の指導もなかなか大

三石 過ぎた今︑大学でいろんな

ＱＯＬを高める
真のリベラルアーツ教育

三石 本当ですか？大変ですね︒

ら多数の生徒が大学に行くのは私立
大学では早稲田と慶応だけですが︑そ

通りです・・・
︵笑︶
三 石 でも︑それを 発 展させてい
の子たちが伸びしろが大きいです︒
三石 大学でどういうものを勉強

らっしゃるんですから︒話は変わり
ますが︑東海大学のブランドイメージ
するか︑そこが大事ですよね︒遊ぶ所
ではないわけですから︒

は︑東海大学＝汗臭いとおっしゃって
ますが︑日 経ＢＰの調 査によれば首

な事をもっと学びたかったなと思いま
す︒医者になって東京女子医大に勤

ていて多様性があります︒何年か前救

理系も文系もいて︑異なった大学を出

山田 自らの胸に手を当ててみる

務していた時のことですが︑学生が臨

と︑痛いですね︵笑︶
三石 今の学生さんは真面目です

命救急に入ってきたのはＴＢＳの政

都圏の大学の中で﹁柔軟性﹂という項

リティがあるから︑
﹁生活﹂というも

床実習に出る前に︑基本的な対人関

し︑航空会社のＣＡとか︑検事をやっ

よね？教える側に対しても点数をつ

で︑人間関係教育の委員会

ていた人とか︑今年はＮＨＫのアナウ

のが時を経て﹁健康学部﹂として出て

山田 功罪相半ばするところがあ

ができ︑委員になりました︒

ンサーが入ってきましたよ︒

治部で官邸記者をやっていた女性だ

りますが︑大学生の３分の１は附属

日本語学の先生が学生に向

三石 えーっ！ほんとですか？

係を学ばなければならないということ

高校からの学生です︒よく言えば︑彼

けた人 間 関 係 教 育の授 業

山田 そういう人達の︑高校卒業

けたり︒

らがフレキシビリティの源泉になって

を階段教室の一番後ろで聴

きたというのは︑うなづけますね︒

いて︑悪く言えば受験に備えた学習

はすごく大きいです︒今︑その意味で

したてのヒポクラテスに与える 影 響

いま社会人で入れているのは︑他の学

聴く楽しさを感じました︒
様々な一般教養を広く学ぶ

部だとＪＲ東日本から

いていた時︑久々に講 義を

グループです︒第１グループは早 慶

という事はとても大事です

す︒これからの社 会にど ういう 人 材

東海大学は︑関東の私立大学の第４

上理︵早稲田︑慶応︑上智︑東京理科

し︑人生に奥行きを与えて

が必要かという時に︑勿論専門性は

人ぐらいで

大︶
︑第２グループはＭＡＲＣＨ︵明

くれると思いますね︒

になってくると考えています︒どの大

必要ですがリベラルアーツ教育が重要
しゃられた様に我々の大学

同 感 で す︒おっ

駒沢︑専修︶
︑第４グループが大東亜

学も﹁リベラルアーツ﹂と口で言うの

山田

治︑青山学院︑立教︑中央︑法政︶
︑第

を経験していないという・・・・
︵笑︶

目で１位ですよ︒やっぱりフレキシビ

20
は総合大学です︒松前重義

３グループが日東駒専︵日本︑東洋︑

20

帝国︵大東文化︑東海︑亜細亜︑帝京︑
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と種を作ってくれています︒１９６３

です︒その点︑松前重義先生はちゃん

をどうやるかという 意 味では難しい

は簡単ですが真のリベラルアーツ教育

とおっしゃいました︒先程 学部 学

門科目に特化したものとは限らない﹂

﹁今 後︑我々が必 要 とする 人 材は専

去年︑日産の取締役の志賀俊之氏が

を失くした事は大きな反省点ですね︒

今︑東海大学が﹁クォリティ・オブ・

はない価値を認めてもらうことです︒ ﹁ヨーロッパ・アメリカ学科﹂と﹁アジ

職がいいとかそういった実利的な事で

ありません︒この大 学に行ったら 就

す︒
﹁生産装置﹂などと言う意味では

部に地域研究を統合して非常に大きな

中で大矛盾になりますが︑文化社会学

いと思っています︒今回の学部改組の

三石 でもそれは︑東海大の原点

ア学科﹂という二つの学科を作りまし

年に平塚の湘南校舎にメインキャンパ
科・専攻・課程と申し上げましたが︑

を追求する﹂と言っても︑それがどれ

たが﹁北欧学科﹂だけは残しました︒

スが移動しましたが︑その時に１号館
大学の将来を考えると︑
﹁大学は１学

でもあるわけですから︒学校の校旗

ライフ︵ＱＯＬ︶
﹂
︑つまり﹁人生の質

が出来て︑次に建てたのが学生寮でし

ほどの現世的な利益になるのかは分

田舎 暮らしの方がいい﹂と 思 うよう

言葉もあり︑
﹁子どもを育てるなら︑

かりません︒しかし︑
﹁ロハス﹂と言う

ね⁝⁝︒

もデンマークの国 旗と 似ていますし

いかと思ったりしています︒
三石 ｉＰＳとか万能細胞みたい

歳ぐらいの卒業生まで

ですね︒いろんな刺激で分化していく

際にその例があります︒今年で創立

改めて考えています︒東 海 大には実

て交 流できる 学 生 寮の効 用について

残りましたが︑今︑学部の垣根を越え

生寮はなくなりました︒体育の寮は

たりして寮の管理も大変で︑一般の学

臭い教養ということが大事になってく

に先程おっしゃられたような少し青

す︒勿論専門性は大切ですが︑その前

は何なのかが問われるようになりま

出来ます︒そうなると大学の教育と

大学と職がより直結する様なものが

が大学に格上げされ﹁専門職大学﹂
︑

山田 しかも来年度から専門学校

て︑まだ生まれていない子どもをどう

山田 だから１００周年を目指し

達の子どもが⁝⁝と言うと︑ ︑

を学ぶ学生さんが親になって︑その人

三石 これから東海大学でＱＯＬ

商店街は解決しないと思っています︒

の質を教えていかないと︑シャッター

な人々を沢山作って生活の質︑人生

ＯＬという意味では北欧は先進国で

も う一度 北 欧に立ち 返ろ う︑と︒Ｑ

づいて創られたものですから︑ここで

を学んで︑デンマークの教育理念に基

鑑三から松前重義がデンマークの事

山田 我々の建学の理念は︑内村

三石 そうでしたか︒

年ぐらいになる﹁ラテンアメリカ研

るのではないかと思いますね︒

年は我慢しなくてはいけませんね︒

教 育するかを考えています︒子ども

れると困るから︑やっぱり子どもの数

山田 とにかく子どもの分母を大

山田 産んでもいい様な状況をつく

山田 そこから失われた 年を経

三石 すごい顔ぶれですね︒

学科を設立しました︒

方々ですが︑
﹂それを基盤として北欧

武郎とか大平正芳︑土光敏夫という

くりました︒そのメンバーは︑大来佐

ことでスウェーデン社 会 研 究 所をつ

日本が次に何を求めるべきか︑という

代ちょうど高度経済成長が終わった

れましたが︑松 前 先 生は１９７０ 年

バブルの時代に北欧への関心が少し薄

す︒日本は足元にも及びません︒一時

究会﹂ではガルシア・マルケスの小説

かける上で︑リベラルアーツを主体に

は増えて欲しいですね︒

が少なくなっては社会の活力が失わ

人が始めたと思っていたら工学部の学

やっているというと志願者がなかなか

少 子 化 の 中で 生 き 残 り を

生でした︒ＯＢ会をやると階層分離

メンバーは文系になって﹁創立当初は

きくしなくてはいけない︑それと﹁親﹂

るためにも︑北欧に目を向けていきた

産んでほしいですね︒

寮の様な環境があって︑本当の文理融

をつくらなくてはいけないという事で

三 石 そうですね︑も うちょっと
集まってこないようにも思えます︒

やったりしています︒これは文学部の

20

して︑初期メンバーは理系なのに後期

三石

を輪読したり︑ラテンミュージックを

30

は︑東海大は基本的に全寮制でした︒

という⁝⁝︒

前で︑現在

部１学科﹂でいい時代が来るんじゃな

75

た︒２︑
３︑
４号館と校舎を造るより

19

山田 そのあと︑大学紛争があっ

65

合が出来ていたんだ﹂と思うと︑それ

30

55
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ンス大使が︑
﹁君達は立派だ﹂と賞賛

べられるようですよ︒

山田 はっきり記憶していません

張の時飛行機の中で映画鑑賞するこ

が京都大学の先生がヘモグロビン値よ

てやっぱり今︑我々はもう一度北欧に

マンをやっているのに︑フランスの大

りも塩分濃度が重要で︑尿の中の塩

してくれました︒でも﹁何十年もル・

学が全然出場してない︒これはどうい

分濃度が６％以下ぐらいになると脳

とぐらいかな︒

うことだ！﹂と大激怒してたので﹁大

卒中も心筋梗塞もないと言う実証結

目を向けるべきだと思いますね︒北欧

山 田 ええ︑２ 億円もかかって学

使︑お金かかるんですよ﹂
って諫めて

日本の出生率が１・８になったら随分

いらしたんですね？

三石 海外と言えば︑ル・マンにも

違うと思いますよ︒一人当たりの生産
校からは怒られましたが︑２００８年

果が出ていると話しておられました︒

の出生率は１・８ぐらいでしょう？今︑

性も日本は足元にも及びませんから

来ましたけどね︵笑︶

界で唯一の大 学チームが東 海 大 学な
んですよ︒スティーブ・マックイーン
が﹃栄光のル・マン﹄
っていう映画にし
たでしょ︒

ですか？

命が

年 短いとも 言っています︒学

内に抵抗勢力があるんですが︑オリン

ピックの年までに学内全面禁煙を実

乗ってます︒先日は日 露の
学 生 交 流の航 海でウラジオストック

山田 それが喫煙は復活してるん

ないんですか？

三石 大学って今は全面禁煙じゃ

現できるかどうか・・・・・

羨ましい時代でした︒

長の時は大 学 経 営も 右 肩 上がりで︑

るんですよ ⁝⁝︵笑︶松 前 先 生が総

に行ってきました︒これもお金がかか

山田

又喫煙者は吸わない人より︑健康寿

ル・マン 時 間 耐 久レースに出た世

位︑フィンランド 位︑ちなみに１

三石 そのレースに︑東 海 大 学が

作りました︒日 産のエンジ

出場したの？車は？
山田

ニアであった林義正先生に来ていただ

周りで吸 うので︑大 学の職 員が吸い

です︒何 故かと 言 うと︑結 局 学 校の
学長発案の﹁ヘルシー弁当﹂の開発プ

殻拾いをしなきゃいけないからなんで

健 康 学 部の開 設に伴って︑

ンはクラージュ・オレカを改良したＬ

ロジェクトをスタートなさいました︒

三石

ＹＧＫ︵ＴＯＰ ︶
︒エンジンや
Ｃ

す︒対策としては禁煙外来にでも強

が太 平 洋 戦 争で負けた時と同じで︑

初は砂を噛む思いでしたが︑５日目に

当ですね︒１食２ｇ以下の塩分で最

山田 あと︑ヘルシー弁当はワンコ

りしますから︒

地内禁煙だと隣りの公園で吸ってた

三石 病院もそうですよ︒病院敷

こちらもいろいろご苦労がおありです
時間持たず 時間ぐら

マシンの研究・開発はすべて学生主導
です︒結果

１機だけで突撃して交換の部品もな

なったら 何となく 食べられる様にな

インで達成できるかどうかコストの問

いでリタイアしましたが︑これは日本

く︑
﹁大和魂で突撃だ！﹂みたいにあ

りました︒減塩に慣れればヘルシー弁

題です︒それが達成できるまではある

えなく撃沈しました︒

当もより美味しく感じられるかな︒

三石 全然知りませんでした︒

であれば︑塩分が少なくても十分食

三石

程度の補助を︑と考えています︒健康

山田 ル・マンに行く時︑フランス
大使館で壮行会をやってくれて︑フラ

学部の人間だけが健康学士になって

出汁をしっかり取ったもの

山田 ﹁減塩﹂をテーマにしたお弁

制的に行かせることかもしれません︒

き︑その指導でエンジンはＹＧＫ︑マシ

三石 船にはお乗りにならないん

ね︒２０１６年の日本の就業者一人当
たりの生産性は︑ＯＥＣＤ加盟国
か国中 位でした︒北欧はノルウェー
４位︑デンマーク 位︑スウェーデン

位はアイルランドでした︒中国に行っ
てＱＯＬなんて言ったら﹁何それ﹂
って
言われるでしょう︒大学に勤め始めた

35

時︑松前先生から﹁デンマークに行け﹂
と言われて︑デンマークのヨーロッパ学

10

24

か？

03

術センターに２年半勤務しました︒デ
ンマークに２年半︑ハワイに５年︑大
学勤務の３分の１が外国でした︒
三石 外からご覧になることがで
きたということですよね︒

三 石 さ ん は 俳 句 を やって

ル・マン︑
ヘルシー弁当︑
卒業証書
山田学長が続ける挑戦のこと
山田

らっしゃるでしょう？ 何か趣味を持

18

11

15

つ必要がありますね︒私は身体を動

24

21

かすのも大嫌い︑強いて言えば海外出
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健康だなんて意味がないので︑大学全
山田 全くないですね︒

です︒私もこの前の入 学 式ではやり

達に﹁おはよう﹂と声をかけていたん

入 学 式 なら 恥 ずかし く な

三石 素晴らしいですね︒

ました︒

三石 それでも︑学生さんには健

山 田 ﹁１ 日１ 回︑念 仏を 唱えれ

康を考えてほしいのね︒

体で健康を目指していきたいですね︒
三石 そもそも何故山田さんはヘ
ルシー弁当を思い立ったの？
山田

ドヤ顔で出した時︑レベルの高いアス
しても健康でいられます﹂
﹁夜は塩辛

れば︑あとはいくら自堕落な生活を

緒に写 真 撮ろ う〟なんて︑余 計な事

いのに︑
﹁学長が呼び止めて〝おい︑一

内に学生を講堂に入れないといけな

ら 怒られました︒入 学 式では︑時 間

ば極楽浄土に行けます﹂みたいに﹁１

リートの学生が﹁今時こんなもの食っ
でお酒を 呑んでも 全 然 問 題ない﹂と

をするから時間通りにいかなくなる

山田 ある時︑カツ３枚５００円

てたら試合に勝てません﹂と︒成程︑

三石 それは違うでしょう︵笑︶

言われたから︑これはいいな︑と︵笑︶

い︑と思ってやったんですが︑教学か

意識の高い子は﹁腹いっぱいになれば

じゃないですか﹂
って︵笑︶

日１食︑昼にこの弁当を食べてさえい

いい﹂じゃないんです︒そういう視点で

山田 それで﹁減塩弁当教﹂に入っ

という定食メニューを︑学生食堂側が

食堂に行くと︑女子を増やそうと思っ

たのにコストが合わなくて︑でも普及

なんて﹁この大 学に入ってよかった﹂

ね︒入学式の日に学長と写真を撮る

三石 でも︑それはすごくいいです

ても﹁あそこには私達の食べるものが

させたいと思っています︒
三石 ヘルシー弁当以外に︑これか

ない﹂と言っていた様にメタボ食品の
オンパレードで︑そういうところが発

山田 ﹁あの大学に行ってよかった﹂

されているんですが︑ひとりひとりの

山田 これも又皆さんから疑問視

と思えますよ︒

三石 そこからが︑学内で普及さ

という卒業生を一人でも多く輩出した

学生と繋がりたいので︑
﹁来年の３月

らの夢はありますか？

せられるかどうかの勝負になるわけ

いです︒お世辞ではなく腹の底からそ

想の原点です︒あとはコストですね︒

ですね︒いいですね︑そうやって学生

インする﹂つもりです︒

に授与する卒業証書は︑全部私がサ

三石 何名分ですか？

う思ってもらいたいですね︒卒業時の

入ってよかった﹂とご祝儀で書いてく

山田 ８０００通︑もし腱鞘炎に

アンケートで７割〜８割が﹁東海大に

山田 今度の健康学部ではメンタ

れていますが︑
﹁不満は？﹂の問いにも

なったら 労 災 申 請しようかな︵笑︶
︑

学部ができるのに不健康じゃねぇ︒

ルも︑それからウェルビーイングとい

ダーーーッと書いてあるんですよ︵笑︶

の健康を考えてくれるなんて︒健康

うことも入れて︑一つに特化するとい

と︒でも︑次の学 長はど うするんだ

三石 トップが変わればいろんな

ばいいでしょう︑という事で︒

と言われて︑それは又考えていただけ

三石 でも︑総論よしで︑いいじゃ

は︑校門の所に立って朝︑登校の学生

山田 かつて創立者松前重義先生

ないですか？︵笑︶

う事ではなく︑栄養とエクササイズと
その４つを満遍なくやっていきます︒
三石 山田さんご自身の健康への
こだわりはないんですか？

事が変わるからいいと思いますよ︒

山田 タイの卒業式では︑シリント

ン王女が学生ひとりひとりに４時間

程かけて卒業証書を渡すそうですよ︒

三石 それは大変ですね︒

山田 サインするぐらいはやりたい

と思っています︒

三石 イニシャルだけ﹁ＫＹ﹂では

どうですか？

山田 それじゃあ﹁空気読めない﹂

本 当に楽しい学 長さんで︑

になっちゃうから︵笑︶

三石

学生さんは幸せですね︵笑︶今日はあ

りがとうございました︒

山田 こちらこそありがとうござ

いました︒

2018. 11 ●月刊公論 18

