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仙台大学歴代学長の 50 年の 

歩み 

Successive Presidents of Sendai University  

The Footsteps of 50
th

 Anniversary  

                 高橋 亮(TAKAHASHI RYO) 

Abstract 

Sendai University is the first university specialized in physical education and sports & 

health sciences in northern Japan, and has strived to focus its full attention on the 

relationship between physical activity and bodily function since 1967. Sendai 

University will remark for its 50th Anniversary Celebration in 2017. Its motto is 

“Practical Science & Ingenuity based on Originality.” This philosophy was established 

by Hozawa Gakuen founder, Miyoji Hozawa (1822-1895). This paper introduces 

successive presidents of Sendai University.  

１.  はじめに 

 仙台大学は、1967(昭和 42)年 4月開学し,2017(平成 29)年に 50周年を迎える. 

本大学の母体である朴沢学園の始まりは,朴澤三代治(1822(文政 5)年 5月 5日－

1895（明治 28）年 11月 5日)が,1879（明治 12）年仙台市良覚院丁に創設した

「松操私塾」である. 当時,国と県に提出された「朴沢学園文書」によると,単

に良妻賢母の養成を目的とした女子教育ではなく,幅広い知識と教養を備えた

一流の女性を育成することであったことが窺われる. その精神が,本学園の創

始理念となった. すなわち本学園の建学の精神とは「創意工夫と先見性をもっ

て実学を志し,実学に根ざした人格形成と人材育成を図る」ことである. これが,

本学園の「実学尊重と創意工夫」という教育のﾓｯﾄｰとして表現されている. 仙

台大学の名称は,所在地「船岡」の地は仙台圏にあり,今後の地域広域化の傾向

を見越し,大学の充実化と将来性を考え,体育系以外の学部の増設も念頭におい

て命名された. 「仙」の語源は,「修行を積んだ人を示し」,「台」の語源は「土

を高く積んで人が来るのを見張るための物見台」を意味する.  したがって,仙

台大学とは,「高い物見台に立って,仙人のごとく創意工夫をもって新たなもの

を創造するための修行を積む人々が集まる」学び舎とも言えよう. 本稿は,大学

創立 50周年を迎えるにあたって貢献された歴代学長の功績を再認識しこれまで

の大学の歩みを振り返り感謝を捧げると共に,将来に向けて今後の我が大学の

発展の礎となることを祈りつつまとめたものである. 
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２. 仙台大学歴代学長の経歴とｴﾋﾟｿｰﾄﾞ 

１）初代：1967(昭和 42)年 4 月-1969(昭和 44)年 10月：2年 6ヶ月 

  佐野
さ の

 保
たもつ

（SANO TAMOTSU） 

   
出身地：香川県 

経歴：1896(明治 29)年 12月 20日生 - 1991(平成 3)年 1 月 23日没(94歳） 

専門：小児科学. 

学位：医学博士（東京帝国大学 1930-02-05）. 

旧制第六高等学校卒業. 

1923(大正 12)年 東京帝国大学医学部卒業. 

1926(大正 15)年 金沢大学医学部の助教授に就任.金沢大学助教授時代,泉仙助

小児科教授の下でくる病の研究を開始. 

1931(昭和 6)年–1932(昭和 7)年 ﾍﾞﾙﾘﾝ大学およびﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸ大学へ留学. 

1939(昭和 14)年 東京大学医学部助教授. 

1944(昭和 19)年 長崎医科大学（現長崎大学医学部）教授. 

1948(昭和 23)年 東北大学医学部教授. 

 小児科着任後間もなく,外来診療でくる病児を発見し,東北地方も高有病率地

帯であることを見抜き,宮城県衛生部と協力し,2歳以下の乳幼児健診を実施. 

1949(昭和 24)年-1954(昭和 29)年 5 年間に約 4 万人の X 線検査をして 14.7％

（重症 2.4％）を本症と診断したが,特に栄養失調児に罹患率が高く、重症型

が多いことが判明し,「栄養失調性くる病」と命名し、小児科学会に問題を提

起. 

1950(昭和 25)年 東北大学医学部附属病院院長. 

1952(昭和 27)年 産婦人科の新生児が,ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ同様疾患にかかり多数死亡し

た。病理学,細菌学の各教室との共同研究で新しいｳｲﾙｽが分離され,「新生児

肺炎ｳｲﾙｽﾀｲﾌﾟ仙台」と命名され報告し,注目される. 

1960(昭和 35)年 同大学定年退官後,東北公済病院院長. 
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勲二等瑞宝章および従四位を受章. 

日本小児科学会,米国小児科ｱｶﾃﾞﾐｰ名誉会員.日本血液病学会,日本小児保健学

会,日本伝染病学会,日本ﾋﾞﾀﾐﾝ学会などの評議員を歴任した.   

 

 上記のように佐野保先生は,当時東北大学医学部はもとより日本および世界

における小児医学の権威であった.このような先生が,仙台大学の設置委員長と

なり初代学長として就任した背景には,朴澤三二博士(1885-1947)について触れ

なければならない. 朴澤三二氏は父朴澤三代治(二代目),母ひろの子として誕

生した. 東京帝国大学理科大学動物学科卒業後,1921(大正 10)年東北帝国大学

理学部に生物学科が創設され教授に任命された. 三二教授は,東北帝国大学で

教授する傍ら父祖伝承の朴沢松操女学校でも自然科学の講座を受け持った. 東

北帝国大学で教えていた三二教授の愛弟子が,後に東北大学学長として活躍す

る加藤陸奥雄博士である注 1. そのような縁をもって,仙台大学の開学式には,加

藤陸奥雄先生が記念講演を行ったことが誌されている(朴澤 1981) 
注 2. 

 なお,加藤陸奥雄先生は永野為武博士（東北大学教養部長）とともに,朴澤一

郎先生を補佐し,開学時の教員人事に協力された. 

 

設置委員は以下の構成ﾒﾝﾊﾞｰの通りである. 

委員長 佐野  保 学校法人朴沢学園理事 東北公済病院長 

委 員 朴澤 綾子 学校法人朴沢学園理事長、朴沢女子高等学校校長 

委 員 朴澤 一郎 学校法人朴沢学園園長 

委 員 加藤陸奥雄 朴沢女子高等学校父母教師会会長,東北大学理学部教授 

委 員 小山 又次 東北大学教養部助教授 

委 員 大石 栄一 宮城県体育協会会長 

委 員 平間新午郎 柴田町長 

委 員 大槻 源八 学校法人朴沢学園理事 

委 員 菊地勝之助 学校法人朴沢学園理事 

委 員 松木 友則 学校法人朴沢学園理事 

委 員 佐藤 直治 学校法人朴沢学園理事 

委 員 田手 行次 学校法人朴沢学園理事 みたて商事株式会社社長 

事務局長 

事務局 玉谷  連 朴沢学園 

職 員 男澤 勝蔵 柴田町役場主査 

松井 匡治 朴沢女子高等学校教諭 

石垣 裕子 朴沢女子高等学校教諭 

（旧姓 飛澤） 
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参考文献 

朴澤一郎(1981)開学当初覚書，新しい歴史の創造をめざして， 

仙台大学ﾆｭｰｽ，2. 

朴澤三二(1949)海鼠の骨，朴澤先生随筆講演集刊行會． 

佐野保教授業績(1970)東北大学医学部小児科学教室. 

 

注1  朴澤三二先生の功績を記念して,「海鼠の骨」（1000部限定）が刊行され

た. 後書きは,研究助手であり三二教授の愛弟子である加藤陸奥雄博士

によってまとめられており内容自体が,三二教授の愛弟子であったこと

が理解できる. 

注 2   当時の副学長は須藤春一博士であった. 1967(昭和 42)年 4月,現在の第

一体育館で,第一回入学式を挙行し,佐野保初代学長が開学の訓示を行

った. その中で建学の精神を宣せられたが,それは副学長の須藤春一博

士が自ら筆を執って書かれた名文である（朴澤 1981）。 

須藤春一先生は,昭和 12年東京帝国大学医学部を卒業され,秋田赤十

字病院小児科部長,東京河北病院小児科部長,福島市大原総合病院小児

科部長,福島大学教育学部教授,東京大学教育学部健康教育専攻教授等

を歴任され 1967(昭和 42)年本学副学長に就任された.（仙台大学ﾆｭｰｽ 

(1979)須藤春一先生の逝去を悼む，3頁.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

２）第二代：1969(昭和 44)年 11月-1973(昭和 48)年 3 月:3 年 4 ヶ月   

 加藤
か と う

 謙
けん

次郎
じ ろ う

 (KATO KENJIRO） 

 
出身地：岩手県 

経歴：1891(明治 24)年 10月 21日生-1979(昭和 54)年 11 月 12日没（88歳) 

専門：岩石・鉱床学.  

学位：理学博士(東北大学 1962-01-22).  

盛岡中学校卒業. 

1919(大正 8)年 東北大学理学部地質学科卒業. 

1954(昭和 29)年 東北大学理学部教授に就任. 

第二代学長に加藤謙次郎先生が,仙台大学の学長を引き受けられたのは,時の

理事長大槻源八氏の懇願によるものであった. 大槻氏と加藤氏は,幼少の頃か

ら無二の親友であった. また大槻氏は,朴澤三二氏（第四代 仙台大学学長朴澤

一郎氏の父）が里子に預けられた,謂ば伊達藩の名家の当主であり義兄弟の仲で

あった. この大槻源八氏が,朴澤一郎氏の方針変更（短大設置計画を放棄して四

年制体育大学へ切り替えたこと）を終始支持し,常務理事に田手行次氏を迎えた
注 1. 仙台大学設立に関する一切の業務の担当を依頼された行次氏は,某保険会

社の重役にして財政界裏表に通じた実力者であったが,朴沢学園内に巻き起こ

った一切の不平不満の嵐を一身に引き受け当時の理事長に対する風当たりを懸

命に和らげる配慮をされた. 

加藤謙次郎先生は岩手県紫波町日詰の出身で,盛岡中学（現盛岡一高）で野球

選手として活躍して,卒業後は東北大学理学部に進み,当時,東京帝大にのみ存

在していた地質学科を専攻した. 卒業後は研究室に残り,のちに東北大学理学

部教授（地学第二：岩石鉱物鉱床学専攻）として教育研究に従事した. 加藤先

生は,戦後岩手県内をくまなく資源調査をしたうえで,精密な地質図を作成した

ことで知られる.  

加藤学長の教育理念・信念は,「大学教育は,単に物の道理や正義一辺倒でお

こなわれるべきではない. 秩序のためには,規律・信条・勤勉等は励行されるべ
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きである. しかし,大事なことは,それは厳重であっても,決して冷酷であって

はならない. すなわち愛情が根本でなければならない. 大学教育の効果は,教

師と学生の日常の触れ合いから受ける自然の感化,学生相互の切磋琢磨から生

れ育つ有為の人物の養成である. 大学は単なる知識の授受だけのことに終わっ

てはならない.」 

 『宮沢賢治とその周辺』の中に加藤先生著の｢宮沢賢治と私(一)｣が載っており,

岩手山に登山した際のｴﾋﾟｿｰﾄﾞが語られている.「賢っあんについて当時の私の

大きな印象といえば,明治四十三年の秋季皇霊祭(おそらく連休であつたと思

う)の寄宿舎祭の岩手登山である. 秋の彼岸にもなると登山者も目立って少な

くなり,網張温泉の宿守も既に下って寝具の布団もなかつた. 温泉と焚火で寒

い一夜を明かして下って来たことは忘れ得ない. 私を含めた六人の五年生がﾘｰ

ﾀﾞｰ格であつた.…(略)…漸く盛岡に着いた時は陽もかなり傾いていた. 写真を

撮ることに決めて,寄宿舎近くの東北写真館に入ったところ,屋内は無理だとい

うので庭で写して貰った」と想い出を記述している. 

 現在も使われている白石和紙の仙台大学卒業証書は加藤謙次郎先生の御発案

によるものである. 

          

         【1910 年 9月 25日岩手山登山記念写真】 

『図説宮澤賢治』(甘沢退二郎等編,ちくま学芸文庫)20p より> 前列左が賢治,

後列左が加藤謙次郎である注 2 . 

 

参考文献 

朴沢一郎(1981)開学当初覚書，新しい歴史の創造をめざして， 

仙台大学ﾆｭｰｽ，2. 

加藤謙次郎(1962)北山山地の地質構造と鉱床,博士論文, 東北大学. 

甘沢退二郎等編(2011) 図説宮澤賢治, ちくま学芸文庫, 20. 
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注 1 奥州合戦での軍功により陸奥国伊達郡などを与えられた伊達氏初代当主伊

達朝宗の六男・実綱が,伊達郡伊達崎（だんざき）に拠って伊達崎氏を名

乗ったが,のちに伊達宗家と紛らわしいので,田手氏を名乗るようになっ

たという. 

注 2「賢治伝説」の危うさ 2012年 12 月 11日 真実の賢治を知りたい

http://blog.goo.ne.jp/suzukishuhoku/e/7ddc24d20e361b49c58b786137ba5eec 
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３）第三代：1973(昭和 48)年 4月-1975(昭和 50)年 3月：2年 

 元村
もとむら

 勲
いさお

 （MOTOMURA ISAO）  

 

出身地：鹿児島県 

経歴：1904(明治 37)年 7月 23日生-1981(昭和 56)年 6月 1日没（76歳） 

専門：動物発生学者.  

学位：理学博士(東北帝国大学 1936-4-22). 

1927(昭和 2)年 東京帝大理学部動物学科卒.  

東北帝大理学部助教授. 

1943(昭和 18)年 東北帝大教授. 

1962(昭和 37)〜1965(昭和 40)年 理学部長,学長事務取扱及び評議員. 

1968(昭和 43)年 退官・名誉教授. 

その後,他私大の教授を経て,仙台大学長に就任. ｳﾆの受精の研究や動物群集

の生態学的研究で知られる. 

主な受賞名〔年〕日本動物学会賞 1954(昭和 29)年「ｳﾆの受精の研究」 

1973(昭和 48)年 勲二等旭日重光章受章. 

 

元村学長の功績として,まず挙げられるのは,当時低迷していた本学を,いか

にして社会に広め,応募者数を増やすかに全勢力を尽くす役割を担われたこと

である. 元村先生自らが資料を集め,得意の統計を駆使し解析して,経営の見通

しをつけて,尚且つ PR文書を起草するなど積極的に広報活動にも寄与された. 

その結果,一年後にはこれまでの 1.7 倍から,二年後には 2倍強へと応募者は増

大した. 1974(昭和 49)年 6月東北地区大学総合体育大会の副会長として,その役

員の会議の席上,卒中で倒れられたのであった. 直ちに入院し東北大病院,鳴子

分院で療養しその年度末に職員がお見舞いに参上した際に言われた第一声が,

「受験者数はどうですか」ということであった. 学長として心がけられたのは,

学園整備で、学内舗装は元村学長によって始められた. さらに,ﾒﾀｾｺｲﾔの苗木を
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寄贈された. これは,生きた化石をして知られる生育のよい木で,本学の末長い

発展を祈念されてのことであった. この木は,その後池の西の方（現在の噴水）

に移されたが,故加藤謙次郎学長の植えられた月桂樹とともに三本が育ってい

る（仙台ﾆｭｰｽ 1981）. 

元村勲先生の研究分野と業績については,社団法人日本動物学会の樋渡宏一先

生(1981)が紹介しているので引用したい.「先生の業績は多岐にわたっているが，

主力を注がれたのは卵の受精と極性に関する研究である. 先生が東北大学に赴

任された当時,動物発生学は,まだ記載的な研究が主流をなしていた時代であっ

たと思われるが,いち早く実験発生学を志し,独自に作製した空気ﾀｰﾋﾞﾝの超遠

心機で卵の極性軸変更に成功，卵の極生が皮膚によって決定されていることを

明らかにした.・・・これらの研究は昭和 29年度の日本動物学会賞受賞の対象

となった. 先生はまた卵割の機搆についても研究され独自の見解を持っておら

れた. 元村先生の「新膜形成説」と団勝磨先生の「伸展説」の間に行われた論

争は,当時動物学会大会の度に私たちにとっては非常に stimulating なもので

あった. 元村先生の学問的興味は上記の研究以外にも広範に互っており，ｵﾙｶﾞﾅ

ｲｻﾞｰ,再生，細胞分化と癌など発生生物学的問麺は勿論のこと,生態学および動

物行動の研究にまで及んでいる. 主として宮地伝三郎先生のﾃﾞｰﾀをもとにして

種の個体数順位の研究を行われ・・・これは当時の日本の生態学界に波紋を投

じたものであり，岩波の科学の「論文にみる日本の科学 50 年」にも挙げられて

いる. 元村先生は本学会の評議員を長年つとめられただけでなく,学術会議会

員，学審委員などのほか,東北大学では理学部長，学長事務取扱など内外の要職

をつとめられ多忙であったが，大学では管理的業務で研究が出来なくなると,自

宅に猫を飼われてﾏﾀﾀﾋﾞ以外に猫のｱﾄﾗｸﾀﾝﾄになる植物を広範棚に調べ, ﾐｯｶﾞｼﾜ

その他の植物がﾏﾀﾀﾋﾞ様のｱﾄﾗｸﾀﾝﾄを含むことをつきとめ，有効成分の抽出まで

試みられている.・・・あらゆるｽﾎﾟｰﾂを得意とされ，また酒を好まれ，酔うと

ｲﾀﾘｱ語でｻﾝﾀﾙﾁｱを声高ら歌 

われた.」というﾕﾆｰｸな元村勲先生の一面も紹介されている(樋渡 1981). 

2012年には,元村勲先生の生物群集の個体数に関する等比級数則について解

説した論文が Oikos に掲載された. これは,広島大学の土居秀幸氏が,元村勲先

生の生物群集の個体数に関する等比級数則について解説した論文である. この

論文は,元村勲博士によって世界で初めて発見された,生物群集の個体数に関す

る等比級数則について解説した論文（各種を個体数の大きいものから順位づけ

ると,その順位 xnと個体数 nとの間には，logn＋axn＝b，すなわち等比級数的

な関係のあることを認めたものである）の法則発見の歴史を解説したもので,日

本語の論文であったために外国からの引用で誤解されていた部分について解説

したものである. 
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参考文献 

仙台大学(1981)第三代学長元村勲先生を惜む,仙台ﾆｭｰｽ, 6. 

樋渡宏一(1981)名誉会員 元村勲先生を偲ぶ, 動物学雑誌 90(3), 398-399.   

元村勲(1955) 生物学実験法講座 / 岡田弥一郎ほか,  第 11巻, 中山書店.  

元村勲博士著作論文集,第 1巻(1927-1946)第 2巻(1947-1967). 

OIKOS   https://oikosjournal.wordpress.com/2012/11/22/with-inspiration-from-the-past/ 
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４）第四代：1975(昭和 50)年 4月-1977(昭和 52)年 3月: 2 年 

 朴
ほう

澤
ざわ

 一郎
いちろう

（HOZAWA ICHIRO）  

 
出身地：宮城県 

経歴：1917(大正 6)年 9月 3日生-1990(平成 2)年 7月 19 日没（73歳）   

専門：体育心理学. 

本学創設者・朴沢学園二代理事長・第四代学長・教授,名誉教授. 

1935(昭和 10)年 宮城県仙台第二中学校卒業. 

東京帝国大学文学部心理学科卒業. 

東京帝国大学航空研究所特別研究員を経て青山学院大学、津

田塾大学で教鞭に従事した(朴澤 1943). 

本学開学と同時に,体育心理学研究室の主任教授に就任された. 以来,十四年

間にわたり,卒業論文などを通して指導された学生は 250名にも達している. 研

究費が足りない時や研究会,学会出張の折など,ﾎﾟｹｯﾄﾏﾈｰを惜しまず出して頂い

た若い研究者も数多いことが窺い知れる（松井 1981）. 大学の設立申請にあた

ってのﾒｯｾｰｼﾞを次のように語っている. 「私が文部省の大学設置認可の担当官

から大学設置認可の第一報を電話で直接聞いたときには,あたかもここ一発のﾁ

ｬﾝｽに打順が回ってきて打席に立ったものの,額には油汗、背中には冷汗たらた

ら足がふるえながら打った打球がﾌﾗﾌﾗと舞い上がり・・・電話の受話器をもっ

たままその場にへたへたと座りこんだのだった」. 

この背景について朴澤先生は「実は,仙台大学設置にあたっては,書類申請が

二度行われた. 第一回目（1965(昭 40 年度）は,文部省が却下する前に自発的に

取り下げた. 当時は,一度却下されれば先ず不認可になるｹｰｽが多かった. 二カ

年かけて慎重に準備を進め,翌年に改めて申請を出した. もし前年の取り下げ

を以てあきらめてしまえば,今日の大学は存在しなかった.」と語っている（朴

澤 1981）.  

東京六大学の名門大学をはじめとして,各大学で体育系学部創設がみられる

昨今,朴澤一郎先生によって、50年前に既に創設された先見の明が今日の仙台大
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学として存続していることを決して忘れてはならない. この事を物語るべく朴

澤先生は,大学の最終講義において「青年・ｽﾎﾟｰﾂ・宗教」と題してなされた. こ

の内容は,1979 年の日本教育心理学会において朴澤先生が発表されているので

その要旨を紹介する.  

① 道は近きにあり「私は,大学の教壇に立って青年心理学を講じて早や 30年を

算えるが松本金寿先生の指示により 1950年に東北大学全学部の教職課程の

講義担当を命ぜられたのがそもそもの発端である. 東北大学教育学部発足

まもなく教育心理学草創期の正木正,続有恒，村瀬隆二氏のおぜん立てによ

って松本金寿氏が正教授に迎えられた当時のことである. 爾来,青山学院大

学,津田塾大学と大学を転々としながら毎年新しい講義ﾉｰﾄの作成に新たな

意欲を燃やしつづけて今日に及び,仙台大学教授の職務もやがて間もなく定

年退職の日を迎えようとしている. 一言でいえば-「人知らずして慍(うら)

みず亦君子ならずや」-の心境である」. 

②青年とｽﾎﾟｰﾂ「最近の情報としてｱﾒﾘｶにおいては,児童の 40％以上が成人病の

ような心臓疾患のいくつかの兆候を見せその治療対策としてｽﾎﾟｰﾂ実施が最

有効な手段と伝えられた. 児童の生活環境の急激な変化に具体的な対応がと

かくおくれがちになるのはやむを得ないにしても学理的究明は前向きになさ

れるべきである. 幼児体育の研究が俄に脚光をあびてきたことはこのような

社会的要請がもたらしたものの一つであろう」. 

③青年と宗教「受験地獄の緩和のための方策としてわが国の文部省は大学入試

共通一次ﾃｽﾄなる制度を発足させ,昭和 54年度から実施にふみ切った. 国公立

大学と私立大学との間に入学試験の方法において明確な一線が引かれ,私立

大学受験生は適用除外された.・・・結果は意外にもｷﾘｽﾄ教主義大学への急傾

斜という方向を集計の数字は示唆することになった. これは青年の人間性探

求の原点志向を意味するのか選抜方法としてｺﾝﾋﾟｭｰﾀ依存という非人間化へ

の抵抗を示す現象と見るべきかは今後のこの制度の推移を俟って検討されな

ければならないが,全般的に青年と宗教という観点に立ってこの問題にとり

くむことに筆者は大きな関心をもつものである」. 

④ｽﾎﾟｰﾂと宗教「現在私が授業している体育系の学生に対してｽﾎﾟｰﾂと宗教の関

連というﾃｰﾏで講義を行っているが,その限りにおいては宗教に対する彼等の

関心は極めて低いようである. 宗教々育は戦後学校教育から追放され家庭教

育においても疎遠にされた慣行が如実に現れてきたと見るならば何ら不思議

はないといえる. しかし体育学の領域において学校教育とならんで社会体育

の重要性が急速に認められつつある趨勢は健康美の増進という今日的課題と

してのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝとか身心障害者に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの如き課題が解決をせま

られていることを銘記するならば,未来に向かって聖という宗教的価値の追
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求がｽﾎﾟｰﾂの世界にも訪れてくるであろう」. 

 なお,朴澤一郎先生は,元大阪体育大学 加藤橘夫学長（厚生省体育官,東京大

学教養学部体育科主任教授. 体育を大学の正課とするよう尽力し,日本体育学

会創立に加わり,理事長、会長をつとめた）と東京帝国大学文学部心理学科の同

窓であり,仙台大学設置後も交流を続けられた. 

 

参考文献 

朴澤一郎(1981)開学当初覚書，新しい歴史の創造をめざして， 

仙台大学ﾆｭｰｽ，2. 

朴澤一郎(1979)日本教育心理学会総会発表論文集,(21）56. 

朴澤一郎(1943)聽覺に依る對空監視の研究,東京帝國大學航空研究所彙報 230, 

287-292. 

松井匡治(1981)子弟に囲まれての最後の講義,仙台大学ﾆｭｰｽ, 1. 
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５：第五代：1977(昭和 52)年 8月-1986(昭和)61 年 3月:8 年 7ヶ月 

 小室
こ む ろ

 庄 八
しょうはち

（KOMURO SHOHACHI） 

 

出身地：宮城県 

経歴：1911(明治 44)年 6月 19日生--1990(平成 2)年 3月 18日没（78歳）   

専門：児童心理学. 

学位：教育学博士（東北大学 1966-02-09）. 

1932(昭和 7)年 宮城県師範学校卒業,亘理、五橋小学校など 5校で教鞭. 

1946(昭和 21)年 東京文理科大学卒業注 1. 

1947(昭和 22)年 宮城師範学校教官. 

1950(昭和 25)年 東北大学講師,その後同大学助教授,教授, 

宮城教育大学教授（名誉教授）. 

仙台大学教授・同図書館長を経て 

1977(昭和 52)年 仙台大学学長に就任. 

1985(昭和 60)年 勲三等旭日中授章受章. 

 小室庄八先生は,自ら仙台大学の紀要において「私立大学長の使命」について

法令的に論文をもってまとめられている(小室 1979). これは,小室先生自身の

学長としての使命を全うするための研究であったとも捉えられる. その論文の

一部を以下に紹介する. 

「学長自身大学運営に関する内外の動向について識見をもつようにつとめる

こと. 大学の運営は,その大学独自の運営方式があってよいが,他方変動する社

会の中の存在であるので,内外の動向についての情報を集め,それについての適

確な判断によって,法人や大学の運営に反映させて行くことが必要である. し

かし自分だけで情報を集めるには限界がある. ことに学長が理事長を兼ねたり,

他に兼務の仕事があるような場合は尚さらである. そのためには副学長を置い

て学長を補佐させることも可能である.・・・さらに教職員を,つとめて各分野

の会議や研究会に出席させて報告をうけることも必要であろう. また新聞雑誌
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の記事やﾃﾚﾋﾞ等の情報も留意して集める必要がある. 法人と大学の連絡を密

にすること. 法人と法人の設立している大学は,それぞれの機能において独自

性のあることは当然であるが,どちらも教育研究を目的とするものであるから,

相互の理解と協調がなければよい成果を挙げることはできない. この点に関し

て多くの学校法人の運営態度を類型的に見た場合，大学の運営方針は法人が決

定して大学がそれを実施するという態度の型と，大学の運営は大学にまかせる

型が両極にあり，この二つの類型の間に多くの段階に位置するものがある. 第

1の型はいわば上意下達型で，今日の民主的社会において必ずしも望ましい方式

とは言い得ない. また大学にある程度の自治を認めようとする学校教育法の趣

旨から見ても肯定できない. 第 2 の型は放任型であって，法人理事の責任を放

棄したものと考えねばならぬ. 望むらくば，法人と大学にそれぞれの独自性を

認めながら相互に協調できる中間型であってほしい.中間型をとる場合，どのよ

うにして協調するのか問題である. 学長は理事会の意志を大学側に伝え，また

大学側の意見を法人側に伝達するだけであってはならない. その意のある所を

十分説明して十分な理解をとりつけるべく努力する必要がある. そのためには

単に学長がその衝に当るだけでなく，重要な事項については法人側と大学側の

懇談の場を設けることも一策であろう.」と述べている. 

 小室庄八先生の代表的な研究は,児童の教育指導法に関する実験研究である.

その中でも,効果的な実験的教育方法についてまとめられている(小室, 塚田, 

村上1963). 学業成績を規定する要因として,ほぼ等質の2学級について,一方の

組には問答法中心の指導法を,他の組には班別学習中心の指導法を実験的に実

施した結果は,次のように要約している. (1)両組の学業成績において,概括的に

は差は塵少であるが,評価内容を知識固技能および態度に区分すると班別学習

中心の組は,技能および態度において,ﾃｽﾄの同数を重ねるほど優れてきている. 

(2)両指導法は狭義の学業成績に質的差異を醸し出すのみならず,児童の全体的

行動にも変化をもたらし,班別学習では自律的,協力的傾向がみられ,問答法で

は他律的,利己的傾向がみられた等の報告であった. 

 小室学長が,就任されてからは,実技重視を貫くため施設の充実に力を注がれ,

第二体育館,室内ﾌﾟｰﾙの建設,既設ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの改修,第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの造成等の大学

づくりに寄与された. 先生の温厚なお人柄は,1984(昭和59)年6月の陸上競技場

始走式において，ﾗﾝﾆﾝｸﾞ姿に短ﾊﾟﾝで登場し大観衆の拍手のなかで力走し笑顔で

ｺﾞｰﾙしたという当時の大学における和やかな様子からも窺い知ることができよ

う. 尚,ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞ・ｿﾁ五輪ｽｹﾙﾄﾝ競技出場の小室希選手は小室先生の孫である. 
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参考文献 

小室 庄八(1979)私立大学学長論〔I〕 : 法令上より見た私立大学長の地位 ,仙

台大学紀要 11, 1-6. 

小室庄八(1975) 現代心理学叢書 6児童心理学,共立出版.  

小室 庄八, 塚田 毅 , 村上 沢(1963) 学業成績の規定要因としての学習指導

法に関する実験的研究 ,教育心理学研究 11(2), 1-10. 

小室庄八(1967) 学習指導法の改善に関する教育心理学的研究 : 児童中心の学

習指導法を中心として(教育心理学関係博士論文要旨), 教育心理学年報, 

6,112. 

小室庄八(1955)児童の社会的行動に及ぼす学習指導法の影響について(II）—国

語学習指導法の実験的比較研究—教育心理学研究, 3, 157-163. 

仙台大学(1981)仙台大学ﾆｭｰｽ, 2. 

 

注 1 当時,児童心理学を修めた教員が少なく必要を感じて,東京文理科大学で心

理学を学び直す. 
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６）第六代：1986(昭和 61)年 8月-1990(平成) 2 年 7月: 4 年  

 北村
きたむら

 仁
じん

 (KITAMURA JIN) 

 

出身地：ｱﾒﾘｶ合衆国ﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ,宮城県 

経歴：1919(大正 7)年 5月 28日米ﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ生–2008(平成 20)年 03月 17日没（89歳） 

専門：体育学. 

1936(昭和 11)年  3月 宮城県仙台第一中学校卒業. 

1941(昭和 16)年 12月 東京高等師範学校体育科一部卒業. 

1942(昭和 17)年  4月 埼玉県立本庄中学校教諭. 

1942(昭和 17)年 10月 東部第二十二部隊入営. 

1943(昭和 18)年  5月 現役免除. 

1943(昭和 18)年 11月 宮城県第二高等女学校教諭. 

1948(昭和 23)年  3月 東京文理科大学教育学科心理学専攻卒業. 

卒業論文「雞の學習行動に関する実験記録」  

1948(昭和 23)年  4月 宮城県第二高等女学校教諭. 

1950(昭和 25)年  5月 東北大学第一教養部講師. 

1961(昭和 36)年  1月 東北大学助教授.  

1973(昭和 48)年  4月 東北大学教授 東北大名誉教授. 

1982(昭和 57)年  4月 仙台大学教授就任. 

1984(昭和 59)年  4月 図書館長併任. 

1986(昭和 61)年  4月 仙台大学長就任.  

 北村仁学長は,体育人初の学長で仙台大学の目玉として第三体育館建設を強

力に推進した. 北村学長は学長就任挨拶にて「教育と研究第一主義の大学づく

りに努めたい」と決意表明をした. 

「本学は、体育ｽﾎﾟｰﾂの専門家の育成を使命とし,その基盤となる一般教育と体

育ｽﾎﾟｰﾂの科学的研究を推進してきた. しかし,現代社会の求めている人材は体
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育・ｽﾎﾟｰﾂの専門家であると同時に教養と学問を身につけたｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄであり,国

際人であると考えている. 体育・ｽﾎﾟｰﾂのｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄとは,必ずしも特定のｽﾎﾟｰﾂの

技術者だけを意味するものではなく,体育・ｽﾎﾟｰﾂの神髄であるｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｼｯﾌﾟを身

につけた人を指す. だからこそどのような分野においてもその人なりの力量を

発揮できるｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄなり得るものである.国際人とは国際化社会に対応しうる

人,世界の人々と交流し,それぞれの国々を理解できる人のことであり,当然の

ことながら語学に通ずることが条件となる」と述べている. 

 北村学長は,第 17回卒業証書授与式告辞において「いのち」の尊さについて

のﾒｯｾｰｼﾞを贈った内容が以下の通りである. 「私の卒業式には、先生方の他に

は,唯一人の来賓者もいらっしゃいませんでした. ただ,お一人だけが誰かのお

母様が参列しておられました. 静かな式が終わって二年足らずのうちに四十二

名のｸﾗｽの 1/3,十二名が戦死していました. 私たちは卒業三ヶ月程前から「死」

というものを否応なく考えさせられました. それを避ける術は考えられません

でした. こんな話を晴れの日にすることをお許し下さい.「死」には絶対に避け

られないものと,避けることのできる「死」があります. あなた方と,私の時代

との違いは,あなた方は「死」を避け得る機会を十分に持っていることです. そ

れは現代社会の中で人間が失いつつある「動くこと」を自ら実践し,幼児から高

年者にわたる広い年代の人々に,生きるための方法を教えてあげると共に,その

介添者になってあげること,人間の生きる機会をさまたげない環境づくりに他

なりません. この道は教育の現場に限定されるものではありません. これが体

育・ｽﾎﾟｰﾂを学んだあなた方の責任だと思っています. 私が卒業生のみなさんに

お願いしたいことは,やがて生まれてくる赤ちゃんと子供たちの「いのち」を奪

わないで下さい.・・・最後に,若いあなた方を含めた若者達の「いのち」を大

切にして下さい」と締めくくっている. 

 北村先生は,ｽﾎﾟｰﾂのﾓｯﾄｰについて「ｽﾎﾟｰﾂには,頭で考え,体で表現し,いつも

新しい技能を追求していく楽しみが潜在している. 考える,表現する,追求する

という三つの要素がうまく組み合わされよく機能したときに生まれるのが「楽

しみ」であり,このようにして生まれた「楽しみ」が動因となって限りなく三要

素が機能していく. 従って「楽しむ」心が育ったところに勝利の女神が微笑む

のであって,勝利主義の中では創造力の豊かな,たくましい人間は育たないこと

だろう.」と語った(北村 1988). おわりに,北村仁先生の全生涯の誕生と幼児期

の様子が興味深いのでその一節を紹介したい(北村 1989).「父が 98歳でこの世

を去って一年後，偶然父の文箱から「仁の誕生」「息子の記念日につき一書き

記し」の二つめ封書を見出した.・・・意義は「人の道を行う人」の意なり.』

と息子への期待が記されてあった.・・・私の出生地はｱﾒﾘｶのﾛｽ市であった. 幼

稚園時代，唯一人の日本人として白人仲間に溶けこんで違和感もなくすごせた
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のは，幼かったからだろうか.・・・小学校はﾛｽ市のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽｸｰﾙに入学した.こ

こでも唯一人の日本人であり，ｻﾝﾄﾞｲｯﾁを弁当として自動車で通学した. 校庭で

は上級生が野球をしているのをみて大いに興味をもった.・・・学校を去る時 

Margalet先生は涙を流しながら，「また戻ってくるのよ」と抱きしめｷｽしてく

れた,あの日の別れは忘れられない. 日本での小学校は大正 14年 4 月，宮城県

師範学校付属小学校一年入学にはじまる. 日本語は生活用語が話せる程度だっ

たが近所の子供たちとは適当に遊んでもらった.」 これが,体育の原点であろ

う. 

北村先生の実弟である東京教育大学最後の体育学部長 菅原 禮先生は,そ

の後筑波大学そして仙台大学に勤められた. 

 

参考文献  

北村仁(1989)私の履歴書 ,大学体育 16(1), 39-45. 

北村仁(1988)ｽﾎﾟｰﾂを考えよう, SC ﾆｭｰｽ仙台大学, 2. 

北村仁(1987)「いのち」を守るもの 旅立ちの日によせて, 

 SC ﾆｭｰｽ仙台大学, 2. 

北村仁(1983)素晴らしき少年時代,仙台大学ﾆｭｰｽ, 6. 

北村仁教授退官記念集刊行会(1982)北村仁退官記念集, 東北大学教養部体育研究室． 

仙台大学ﾆｭｰｽ(1986)今大学に求められるもの 北村学長抱負を語る，1. 
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７）第七代：1990(平成 2)年 8 月-1994(平成 6)年 7 月: 4 年 

 森
もり

 富
とむ

 (MORI TOM)  

 

出身地：東京 

経歴：1921(大正 10）年 8月 20日生-2007(平成 19)年 8月 31日没（85歳） 

専門：解剖学. 

学位：医学博士(東北大学 1952-12-15). 

1944（昭和 19）年 東北帝国大学医学部（解剖学専攻）卒業.その後,陸軍軍医と

して原爆投下直後の広島で被爆者の救護活動をする注１. 

1961(昭和 36)年-1985(昭和 60)年 東北大学医学部教授. 

1990(平成 2)年-1994(平成 6)年 仙台大学学長. 

1995(平成 7)年 勲二等瑞宝章受章. 東北大学名誉教授. 森鴎外記念会名誉会員, 

ふるさと津和野鴎外塾塾長を歴任. 

森富先生は,森鴎外の長男於菟（おと）の次男で,国際的にも通じるようにとつけ

られた「富ﾄﾑ」の名は鴎外の命名によるものである. 祖父の森鴎外（本名は森 林

太郎）氏(1862-1922)は,軍医でありかつ夏目漱石とならぶ明治の文豪である.  

ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝの処女作「即興詩人」の翻訳に先駆け代表作は「舞姫」「ヰタ・セクスア

リス」「青年」「雁」など多数. 子供たちに珍しい名前をつけたことでも知られ

ている. 森学長のお父上(1890-1967)も医師であり,母校の東京帝国大学医学部

助教授をへて,1945(昭和 20)年の終戦まで台北帝国大学（現・台湾大学）医学部

教授をつとめた. 戦後は,1947(昭和 22)年まで台湾大学医学院教授を務めて医

学部長となり,帝国女子医学専門学校長,東邦大学医学部教授・医学部長などを

歴任された. 

森富学長は,仙台大学に赴任するにあたって以下の記録を残している.「昭和

六十一年,仙台大学に勤めることになった. 解剖学と衛生学の担当であった. 

保健管理ｾﾝﾀｰも任された. ｾﾝﾀｰに行ってみると,時代物の X線撮影機があって,

https://ja.wikipedia.org/wiki/å�³è��è©©äºº
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少し前まで使っていたという. これは恐ろしくて使う気になれず,廃棄して学

生身体検査は外注に改めた. そんなことしているうちに,思いもかけず学長に

指名された. 任期は四年である. 私立大学の多くは近い将来に衰退すると予測

している時世である. 仙台大学でも学科増設を含む将来計画が中心課題であっ

た. 理事会,教授会,また主題毎の委員会などでの集中的な審議の結果,健康福

祉学科の新設を中心とする改革に向かって動きだし,それを推進する強力な後

継に引き継ぐことができた. かくして週半日の講義のほかはゆとりができ,何

回か,少人数の同好者とﾖｰﾛｯﾊﾟに鴎外の足跡を辿る旅を楽しんだ.」と記されて

いる(森 2010:219-220). 

 森富学長は,「佐藤一斎の言志四録
げ ん し し ろ く

にある「若いときに学問をしておけば,壮

年になって何事かを成就できる」と「壮にして学べば,則ち老いて衰えず.老に

して学べば、則ち死して朽ちず.」という言葉を引用しながら,少,壮,老という

表現は,人生の時点を個別に挙げたのではなく,時の流れのなかでの努力の持続

をいっていることは容易に理解されよう」と述べている. そして,何を学ぶ努力

をつづけるのかについては,「もちろん,専門の知識,能力を高めていくこと,そ

してその目標に高さの限度はない. しかし,自分の好む領域一筋に徹すればそ

れでよいというわけではない. その知識,能力をより高めるためには,視界を広

くとることが要求される. 社会の全体の動きのなかで,自分の関わる分野の位

置を,近い将来の変化も含めて見定め,考えていく必要がある. 私は諸君が,単

一の目標にのみこだわらず,自分のﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを広げ,その上に両脚を開いて

立って,健康なﾊﾞﾗﾝｽ感覚を養ってほしいと思う」とｴｰﾙを贈っている（森 1994）. 

森元学長の最終講義は,「細胞から人へ」と題して専門の解剖学の見地から,動

物の進化において捉えられる人間の動物機能の構造について話され,最後には

祖父森鴎外の漢詩を引用し,お別れのことばとされた. 

 おわりに,森富先生の御令室である令子様が編集された「富の追憶」(全 496

頁)には,森富先生の一生の歩んだ道が纏められている. その著書のあとがきに

代えてを引用したい.「仙台の七夕祭りは月遅れの八月六日から始まります.入

院中の病棟に立派な青竹が立てられ,森先生も書いて下さいと看護婦さんに云

われ,これを書きました. 阿部武彦先生が来られ,これは,はずしたあと取って

おきましょうと云われました. 八月末日の旅立は近づいておりました.  

森令子」  

星たちの奏でる樂をききましょう 
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参考文献 

森令子編(2010)富の追憶. 

森富, 阿部武彦, 渡辺善雄(2008)『鴎外全集』の誕生: 森潤三郎あて与謝野寛 

書簡群の研究, 鴎. 

森富(2001)仙台の鴎外足跡を訪ねて--平成十二年森鴎外記念会旅行, 鴎外(69), 

森鴎外記念会 , 73-88.   

森富(2001)森鴎外紀行 北欧・独逸の旅, 鴎外(69), 森鴎外記念会, 1-16.  

森富(1998)鴎外・ﾄﾞﾅｳ紀行概要報告, 鴎外 (62), 森鴎外記念会, 1-15.   

森富(1997)鴎外紀行・独逸と巴里の旅,鴎外 (60), 森鴎外記念会, 281-294. 

森富(1991)森鴎外紀行 独逸・瑞西の旅, 鴎外 (65), 森鴎外記念会, 67-94.   

森富(1994)学生諸君は広い視野を，SC ﾆｭｰｽ，2. 

森富(1994)無字の書,SC ﾆｭｰｽ,3. 

森富(1987)課外講義 骨を学ぶ，SC ﾆｭｰｽ，3. 

 

注 1 森富先生の広島原爆救護に関する詳細は ,森令子編：富の追憶  

74-78,192-194に記載されている. 
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８）第八代 ：1994(平成 6)年 8月-2002(平成 14)年 3 月:7 年 8 ヶ月  

  粂野
く め の

 豊
ゆたか

 (KUMENO YUTAKA) 

 

出身地：愛媛県 

経歴：1924(大正 13)年 6月 28日生- 

専門：体育社会学. 

愛媛師範学校卒業後,愛媛県下の教員として勤務. 

1947(昭和 22)年 東京体育専門学校（大谷武一校長）卒業. 

1947(昭和 22)年 高校体育教師. 

1949(昭和 24)年 愛媛県教育委員会補導主事. 

1951(昭和 26)年 東京教育大学体育学部 3年編入. 

1953(昭和 28)年 京都大学教養部助手. 

1955(昭和 30)年 東京教育大学大学院教育学研究科修士課程修了. 

1955(昭和 30)年 東京教育大学体育学部教務補佐員. 

1963(昭和 38)年 東京教育大学大学院教育学研究科博士課程修了. 

1963(昭和 38)年 九州大学教養部助教授. 

1966(昭和 41)年 文部省体育局ｽﾎﾟｰﾂ課専門員. 

1974(昭和 49)年 文部省体育局体育官. 

1980(昭和 50)年 筑波大学体育科学系教授（同大学名誉教授）. 

1993(昭和 63)年 筑波大学定年退職. 

1993(昭和 63)年 茨城大学教育学部教授. 

1990(平成 2)年 茨城大学定年退職. 

1990(平成 2)年 天理大学おやさと研究所教授. 

1992(平成 4)年 天理大学人間学部教授. 

1994(平成 6)年 仙台大学教授. 

1995(平成 7)年 仙台大学学長に就任. 
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主な社会的活動等 

1975(昭和 50)年～1990(平成 2)年 日本体育協会国民ｽﾎﾟｰﾂ委員会委員. 

1977(昭和 52)年～1990(平成 2)年 日本体育協会ｽﾎﾟｰﾂ科学委員会委員. 

1986(昭和 61)年～1991(平成 3)年 文部省社会教育審議会委員. 

1989(平成元)年～1991(平成 3)年（財）東京都教育文化財団理事. 

1991(平成 3)年～1992(平成 4)年 文部省学術審議会専門委員（科学研究費分科会）. 

1990(平成 2)年～1991(平成 3)年（財）日本ｼｽﾃﾑ開発研究所「21世紀を目指し

たｽﾎﾟｰﾂ・健康つくり活動に関する調査研究委員会」委員. 

1994(平成 6)年～1996(平成 8)年 東北通産局：ｽﾎﾟｰﾂ産業調査委員会委員（委員長）. 

2000(平成 20)年～現在 日本体育学会名誉会員. 

2000(平成 20)年 勲三等旭日中綬章受章. 

2002(平成 22)年 第５回秩父宮記念ｽﾎﾟｰﾂ医・科学功労賞受賞. 

 その他に,粂野豊先生は,日本ｽﾎﾟｰﾂ社会学会理事長,全国体育系大学学長・学

部長会会長を歴任されている. 

 

 粂野氏は,学際的な生涯ｽﾎﾟｰﾂ理論を構築した日本の開拓者である. 本学の学

長として就任した 1994年に健康福祉学科開設申請申請書の「設置の趣旨と理由」

には粂野先生が以下のような草稿をまとめられた. 「人々の健康的な生活への

自立と生活の質を向上させ,生きることの喜びを実感できるような健康的な社

会づくりに役立つ健康と福祉の有機的統合をめざす新しい教育分野として,体

育学部に健康福祉学科を新しく設置することとした.」（朴澤 2006:4）.  

体育系大学における介護福祉士の養成は,今日の介護予防並びにｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ

の視点から観ると,まさしく 20年を経た高齢者福祉を考えたときに,的を得た創

意工夫であったとも言えよう.  

また当時,体育と健康福祉は,別次元の事柄という認識を打破すべくご尽力い

ただいたのが,粂野豊先生であった. その橋渡し的役割をした教科が,粂野先生

自ら担当された「人間学」である. 粂野豊先生は,東京教育大学および同大学院

博士課程を修了され,文部省体育局体育官等を経て複数の大学の教授を歴任し,

日本の体育教育関係の要職も歴任した経歴があり,「生涯ｽﾎﾟｰﾂ」という言葉の

生みの親でもある（髙井 2002）. 

粂野学長が在任期間中の 1998(平成 10)年には,大学院「ｽﾎﾟｰﾂ科学研究科」の

設置が認可されたことも,仙台大学の学術界における躍進の時代であったとい

えよう. 粂野学長は,これからの大学は「集める大学から集まる大学へ」の路線

の転換が必要であることを指摘している. そのためには,第一に,大学のﾕﾆｰｸさ

と大学の威信をかけた自己点検・評価が重要であること. 第二に,学生一人ひと

りを大切にする個性豊かな教育活動を展開し,人と社会にやさしい教養を身に
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つけさせ,すばらしい専門的技術・能力を育て,社会に喜んで受け入れられるよ

うな人材を育成すること,であることを指摘している(粂野 1995). 

主な著書は、以下の通りである. 

「ｽﾎﾟｰﾂの社会学」大修館書店,「体育社会学」大修館書店,「現代社会体育論」

不昧堂出版,「生涯ｽﾎﾟｰﾂ」ﾌﾟﾚｽｷﾞﾑﾅｽﾁｶ（ﾎﾙﾌﾟ出版）,「社会体育の実践」第一

法規,「ｽﾎﾟｰﾂ人間学」大修館書店,「現代社会とｽﾎﾟｰﾂ」不昧堂出版,「みんなの

ｽﾎﾟｰﾂ Q＆A」不昧堂出版,「ｽﾎﾟｰﾂと文化・社会」ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社,その他多数. 

 

参考文献 

朴沢泰治（2006）健康福祉学科の創設と運営（回顧と展望）,健康福祉学科 10

周年記念誌, 3-11. 

粂野豊(2001)勲三等旭日中綬章叙勲記念 21世紀に残したい私のｴｯｾｲ. 

粂野豊, 花村春樹監修 中川一彦ほか編(2001)障害者教育の人間学, 中央法規

出版. 

粂野豊(1998)大学院「ｽﾎﾟｰﾂ科学研究科」の開設について，SC ﾆｭｰｽ, No.36,3. 

粂野豊(1995)SC ﾆｭｰｽ, 2. 

髙井伸夫(2002): 髙井ﾘﾎﾟｰﾄ／学校運営の現場から個性輝く大学を訪ねて仙台

大学 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾌｫｱ・ｵｰﾙ, 第 2049 号（2月 6日）日本私立大学協会. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

９）第九代：2002(平成 14)年 4月-2008(平成 20)年 3月:6年 

 向井
む か い

 正剛
まさかた

（MUKAI MASAKATA） 

 

出身地：岡山県 

経歴：1935(昭和 10)年 2月 11日生-  

専門：体育学. 

1957(昭和 32)年 東京教育大学体育学部健康学科卒業. 

1957(昭和 32)年 岡山県立岡山東商業高等学校教諭. 

1974(昭和 49)年 岡山県教育庁保健体育科指導主事. 

1978(昭和 53)年 同保健体育課社会体育係長. 

1980(昭和 55)年 文部省体育局ｽﾎﾟｰﾂ課専門職員. 

1986(昭和 61)年 文部省体育局ｽﾎﾟｰﾂ課課長. 

1988(昭和 63)年 文部省体育局競技ｽﾎﾟｰﾂ課初代課長. 

1991(平成 3)年 4月 文部省体育局主任体育官. 

1991(平成 3)年 7月 （財）日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会理事・事務局長. 

1995(平成 7)年 2002年ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本招致委員会調査役. 

1997(平成 9)年 仙台大学大学院教授. 

2001(平成 14)年 仙台大学学長. 

2008(平成 20)年 瑞寶中綬章受賞. 

 

 向井正剛氏は岡山東商業高校に奉職中,野球部監督（昭和 33年～47年）,部長

（昭和 48年）を 16年間務め,その間春,夏の甲子園に 10 回出場,昭和 46年の第

53回全国高等学校野球選手権大会では平松政次投手を擁し全国優勝,昭和 46 年

の第 53回全国高等学校野球選手権大会ではﾍﾞｽﾄ 4に進出した. 更にこの年の国

民体育大会の高校野球硬式の部で全国優勝を果たし,昭和 49年のｾﾝﾊﾞﾂを最後に

勇退した岡山県を代表する名称である.  

 向井学長は,岡山県教育庁を経て文部省体育局に赴任し専門職員,専門員,ｽﾎﾟ
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ｰﾂ課長,競技ｽﾎﾟｰﾂ課長として,ﾌﾟﾛｻｯｶｰとしての J ﾘｰｸﾞの創設に伴う法人認可,ﾅｼ

ｮﾅﾙ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(現, 味の素ﾅｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ)構想,長野冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会の

誘致,JOCの法人化（日本体育協会からの独立）等に主管課長として取り組みに

大きな成果をあげられた. 文部省退官後は,新生(財)日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会初代事

務局長,2002年ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本招致委員会調査役を歴任後,仙台大学大学院教授

を経て仙台大学学長に就任した.  

向井先生は,（財）日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会を代表して,日本体育学会で「国際競技

力の現状と課題」と題して,競技力向上と学校教育について以下のように述べて

いる.「日本の競技ｽﾎﾟｰﾂは,かねてより学校・職場に支えられており,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに

出場する学生数も多かったが,このところだんだんと学生のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場の参加

数が減っている. その中でﾒﾀﾞﾘｽﾄになった選手を見てもそのほとんどが練習の

場を学校以外のところに持っている傾向がみられる. しかし競技種目によれば,

日本ではまだまだｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞにはなじまなくて,学校の方が良い種目もあること

から学校の部活動も重要である. さらにｽﾎﾟｰﾂ選手の心の問題,これは学校教育

の中でしっかり教育をする必要があると考える. 立派な技を持った選手が時と

して心に問題がある場合を見かけるが残念なことである.「ﾒﾀﾞﾘｽﾄたる前にまず

人間たれ。」学校教育に期待すること大である.」(向井 1993). 

 向井先生は,仙台大学の学長として「大学ｽﾎﾟｰﾂとｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」についての資料を

提供している. その中の重要な指摘としては,戦前戦後の大学生のｵﾘﾝﾋﾟｯｸへの

参加状況について報告されている. 日本のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ参加は第5回(1912年)ｽｳｪｰﾃﾞ

ﾝのｽﾄｯｸﾎﾙﾑの大会以来であり,嘉納治五郎団長他,役員一名,選手二名計四名を

皮切りに,戦後のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ日本代表選手と大学ｽﾎﾟｰﾂ選手の内訳(1952-2004)が報

告されている. 向井先生は,まとめのなかで,「今こそ大学ｽﾎﾟｰﾂが抱える当面の

課題と,社会的要請等を踏まえつつ,早急に関係者による『大学ｽﾎﾟｰﾂ改革』への

取り組みが行われ,かつてのようにｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会にも大学ｽﾎﾟｰﾂからの選手が数

多く参加し,多くの国民の期待に応えてくれることを願うところである」と述べ

ておられる（向井 2007）. そして,向井先生は、退職にあたり仙台大学紀要の

中で以下のﾒｯｾｰｼﾞを贈られている. 「このところの大学生のｽﾎﾟｰﾂは複雑化して

いる社会環境の下で,大きく変容してきている. したがって,今こそ今後の大学

生のｽﾎﾟｰﾂの在り方,ならびに進むべき道を探ることが重要な課題であると思わ

れる.・・・したがって,今こそ大学ｽﾎﾟｰﾂが抱える当面の課題と,社会的要請等

を踏まえつつ,体育系大学でもある本学において『今後の大学生のｽﾎﾟｰﾂの在り

方』について議論を尽くし,それを取りまとめ,世に発信することは極めて意義

あることと思われる. 大学を去るに当たり先生方のこの点についてのご健闘を

心から願うところである. なお,その際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会において,本学の学生

ならびに OBの中から一日も早くﾒﾀﾞﾘｽﾄが誕生する方策についても,十分ご検討
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いただくよう重ねてお願いをする次第である.」（向井 2008）. 

 向井先生は,学生が勉強する以前に教員が勉強するという哲学を実践した教

育者である. 研究実践活動においては,研究代表者として北海道美深町におい

て,体育系大学が運営する「こどもｽﾎﾟｰﾂ大学」を開催された. 本研究の目的は,

このﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加した上川北部地区の子どもたちに対して実施された知的能

力開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの効果を明らかにすることであった. また,本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの中心的

な内容であるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力に関する言葉が頻出するという結果を報告し,2016

年現在も美深町で仙台大学との交流活動が展開されている. 

 

参考文献 

向井正剛(2008)ｵﾘﾝﾋﾟｯｸと大学生,仙台大学紀要 39(2), 95-99. 

向井正剛・勝田隆・和久貴洋・阿部篤志・粟木一博(2008)2008 年度 助成ｽﾎﾟｰﾂ

科学基金 研究報告概要;国際競技力向上に寄与するｽﾎﾟｰﾂにおける知的能力育

成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発～体育系大学と JISS の連携ﾓﾃﾞﾙ研究の一環として. 

向井正剛(2007)大学ｽﾎﾟｰﾂとｵﾘﾝﾋﾟｯｸ, 大学と学生,(47), 時評社, 2-8. 

向井正剛 (1993) 国際競技力の現状と課題,日本体育学会大会号 (44A), 57. 

SC ﾆｭｰｽ(1997)人事 向井正剛教授, 4. 
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１０）第十代：2008(平成 20)年 4 月-2014(平成 26)年 3 月: 6 年  

 朴
ほう

澤
ざわ

 泰
たい

治
じ

 (HOZAWA TAIJI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出身地：宮城県 

経歴：1946(昭和 21)年 9月 28日生- 

専門：法学. 

1965(昭和 40)年 仙台第一高等学校卒業. 

1970(昭和 45)年 東京大学法学部卒業. 

1970(昭和 45)年 武田薬品工業（株）. 

1991(平成 3)年  朴沢学園理事長就任. 

明成高等学校校長. 

朴澤泰治理事長就任時のﾋﾞｼﾞｮﾝについては,仙台大学ﾆｭｰｽ（1991）SC座談会,

教員ﾒﾝﾊﾞｰとの対談のなかで紹介されている. その中には,仙台一高時代のﾃﾆｽ

部での活動や東京大学でのｱｲｽﾎｯｹｰ部での活動そして一般企業におけるﾘｸﾙｰﾄ活

動そして体育大学の行く末（ｲﾒｰｼﾞ）についても述べている. その中の一節に

「・・・体育学は他の学問と違って,人間を扱っているという点で領域が広い.

体育学部の現状をみれば,理論的な部分の評価があり,成果がある一方、実技と

しての学問の成果にあたる有能な選手の学生記録とか,社会的評価が評価であ

り成果であるような全く異質のものが併存している. このような学問分野が他

にあるのかどうか,よくわからないところがある.・・・他の学問ですと,大学院

まで六年ぐらいやって相当程度知識を身につけて,実社会でまた深めていくと

かあるが,体育学部の場合は,大学で何年か経験して,社会に出て,またもどって,

その繰り返しができるとか,あるいは,大学の四年間で,身につけるものは,ここ

まで極めなくてはﾀﾞﾒだとかいうこともなく,実社会で補完ができるというよう

な分野である気もしている.」と述べている. 

朴澤泰治氏の理事長就任は,仙台大学の歴史的変換の時期であり朴沢学園 138

年の中興の祖といえよう. 大学の創始理念である「実学尊重と創意工夫」を具
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現化し,大学の新たな基本理念として Sports For All「ｽﾎﾟｰﾂは健康な人のため

だけでなく,すべての人に」の概念を取り入れた重要な時期であることを明記し

なければならない. 

それは,少子化問題その対応に苦慮する時期であったが,同大学の体育大学と

しての特殊性を生かし,1995年には健康福祉学科が開設された。 健康福祉学科

の構想は,すでに 1965年頃の文部省通知のなかに,大学学部の学科構成について,

体育学部においては,体育学科と健康学科の 2学科の構成が標準であるとされて

いたと記載されている. その後、1991 年 6月に大学設置・学校法人審議会分科

会は,1993年度以降の「私立大学等の設置に関する取り扱い方針」は,原則的に

抑制することであるが,例外として看護,情報,社会福祉,医療技術,先端科学に

関する人材養成のみ定員増が可能で,それを本学で可能とするために「健康福

祉」という学科名が創意工夫して考案されたのであった.  

この言葉の中には,「『健康』という人間共通の希求に向けて『体を育むこと』

が『社会福祉』の実現に結びつき,その分野の人材育成を目指すことも体育学部

の使命の１つであるという考え方」が「健康福祉」のなかに含まれている.  

朴澤理事長は,当時 1989（平成元）年 3月までの卒業生 2,800余名のうち,身

体や障がいのある人々の日常生活に関して,何らかの介護指導に携わって学生

が約 100名にも達していること（養護学校・盲聾学校教員 56名、老人・障がい

者施設 37名,その他の医療福祉関係 4名）に着眼して,今後の体育大学で養成で

きる「実学尊重と創意工夫」を考慮においたｶﾘｷｭﾗﾑを,教職員らと共に検討して

いった. その中でも重要なのは,「これからの高齢者や障がい者の介護は,入浴,

排泄食事等の介護技術に加えて,残存する機能を積極的に使う機会を与える（寝

たきりでなく,起き上がらせて,立たせて,歩かせる等の活動指導）介護指導が是

非とも必要である. このような技術を持った新しい介護福祉士を指導する立場

に立つ人材養成機関は体育学部健康福祉学科」である. 

1991年 6月に大学設置・学校法人審議会分科会は,1993 年度以降の「私立大

学等の設置に関する取り扱い方針」に関しては,原則的に抑制することであるが,

例外として看護,情報,社会福祉,医療技術,先端科学に関する人材養成のみ定員

増が可能で,それを本学で可能とするために「健康福祉」という学科名が決定さ

れた. 前述のように,この言葉の中には,「『健康』という人間共通の希求に向

けて『体を育むこと』が『社会福祉』の実現に結びつき,その分野の人材育成を

目指すことも体育学部の使命の１つであるという考え方」が「健康福祉」のな

かに含まれており,現在では普通名詞になったこの名称は仙台大学から発信さ

れた至言である. 1998年には大学院ｽﾎﾟｰﾂ科学研究科を,2003 年には運動栄養学

科を開設し,その後 2007年にｽﾎﾟｰﾂ情報ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ学科そして 2011年には現代武道

学科を順次開設されていった. 
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朴澤理事長はつねづね,ｽﾎﾟｰﾂの効用や価値について 

① 自発的な「創意工夫」や「努力」を導く 

② 身体だけでなく心の「鍛錬」をもたらす 

③ 自己の持つ「可能性を開発」する 

④ 同じ目的に向けて,他人との交流の「拡がり」をもたらすことにより,感  

性が磨かれる 

⑤「自然や文化との豊かな交流」をもたらす,と述べている(朴澤 2016). 

朴澤泰治理事長が,2003（平成 15）年に全国体育大学協議会会長に就任された

ことも,仙台大学の社会的貢献として大きな影響を及ぼしてきていることを証

明するものである. 

 

参考文献 

朴澤泰治(2016)仙台大学, 進学ナビ http://www.shingakunavi.ne.jp 

朴澤泰治(2011)体育系大学による介護福祉士養成教育の妥当性の考察,日本介

護福祉士養成施設協会創立 20周年記念論文集, 社団法人日本介護福祉士養成

施設協会, 98-113. 

朴澤泰治(2006)健康福祉学科の創設と運営（回顧と展望）,健康福祉学科 10周

年記念誌, 仙台大学健康福祉学科開設 10周年記念誌編集委員会, 仙台大学体

育学部, 3-11． 

朴澤泰治 (2003)平成13年度研究計画に基づく研究費(4年計画)対象 初年度研

究報告書 研究ﾃｰﾏ介護福祉分野への体育・ｽﾎﾟｰﾂ諸活動（教育）からの寄与-

体育学部のなかで健康福祉学科はどうあるべきか-，仙台大学体育学部．5-9. 

SC ﾆｭｰｽ(2003)全国体育大学協議会会長に朴澤泰治理事長が就任,12. 

仙台大学ﾆｭｰｽ(1991)SC 座談会：新理事長朴澤泰治氏に聞く,4-7. 
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１１）第十一代：2014(平成 26)年 4 月-現在 

 阿部
あ べ

 芳
よし

吉
きち

 (ABE YOSHIKICHI) 

 
出身地：宮城県 

経歴：1945(昭和 20)年 12月 24日生-  

専門：教育学. 

1965(昭和 40)年 3月 仙台第一高等学校卒業. 

1972(昭和 47)年 3月 宮城教育大学卒業. 

1972(昭和 47年  4月 気仙沼市大島中学校（教諭）. 

1974(昭和 49)年 4月 仙台市立西多賀中学校旗教室（教諭）. 

1978(昭和 53)年 4月 仙台市立鶴谷養護学校（教諭）. 

1981(昭和 56)年 4月 仙台市立袋原中学校（教諭）. 

1985(昭和 60)年 4月 仙台市教育局指導課（主事）. 

1989(平成元)年  4月 仙台市民生局児童福祉部児童相談所（主査）. 

1991(平成 3)年  4月 仙台市立八乙女中学校（教頭）. 

1994(平成 6)年  4月 仙台市民局生活文化部青少年指導ｾﾝﾀｰ（所長）. 

1996(平成 8)年  4月 仙台市立第二中学校（長）. 

1998(平成 10)年  4月 仙台市教育局学校部（長）. 

1999(平成 11)年  4月 仙台市教育委員会（次長）. 

2001(平成 13)年  4月 仙台市教育委員会教育長. 

2005(平成 17)年  4月 仙台市教育委員会委員長. 

                     仙台市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団理事長.  

2007(平成 19)年 4月 宮城教育大学副学長. 

2012(平成 24)年 4月 宮城教育大学特任教授. 

2013(平成 25)年 4月 仙台大学副学長. 

2014(平成 26)年 4月 仙台大学 学長. 

最近の主な演題  

（１）「児童・生徒の問題行動とその対応」 
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（２）「すこやかな子どもを育てるために」 

（３）「管理者校長・教頭）の心得」 

社会における活動 

2011(平成 23)年 4月東北学生空手道連盟会長. 

2013(平成 25)年 4月仙台市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団評議員.  

 

  阿部芳吉先生は,中学校の教師時代に「荒れる学校」で子ども達の生活指導

に「体当たり」であたってきたことで知られている. 「根っから子どもが好き

でないと,ああはできない」と,多くの教師が認めている,教育一筋に歩んできた

人物である. 阿部芳吉先生は,特別支援教育についても大いなる関心があり,鶴

谷養護学校や児童自立支援施設「さわらび学園」に勤務していた時代が教師生

活の基盤を形成していったと語っている注１. 

 実践教育研究としては,阿部芳吉先生らは,学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を通した学

生の育成に関して本教育復興支援ｾﾝﾀｰの取組,主として 2012(平成 24) 年４月～

2013(平成 25)年被災地からのﾆｰｽﾞに応えるために刻々と推移してきたが,本学

の置かれた立場，使命に鑑み，現在では宮城県内の教育の復興，それも主とし

て学生による学習支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が中心となっている内容を紹介している. 

阿部学長は,こうした学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の拡充が,被災地,主に宮城県の教育の質

的改善,児童生徒の学力向上，心の復興等に貢献するとともに,参加学生の人間

的成長を促し,教師に求められる資質・能力の育成に寄与することを自らの実践

を持って紹介している. 阿部芳吉学長は,71歳を迎える今日も空手道を学生ら

と共に汗を流し,自ら行動をもって実践されている教育実践家である. 
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注１ 聴取 2015 年 4月 16日 

 

３．おわりに 

 本稿は,仙台大学の歴代学長の紹介と共に大学自体の歩みを検討するための

資料としてまとめようと試みたものである. しかしながら,資料に限界があり

個々の学長の歩まれた道を十分に掌握できなかった歯がゆさもあるのも事実で

ある. その一方で仙台大学は,ｽﾎﾟｰﾂ健康科学の学問はもとより,学際的な幅広

い視点から「ひと」の健康と可能性を追求するために必要なﾘｰﾀﾞｰがその時代時

代に役割を担っていくことによって今日の大学が構築されてきたことを明確に

確認することができた. 

 その中でも,最も大切なことは, 仙台大学の源流は，今から 2世紀前にあたる

1805(文化 2)年に三代治の父朴澤行澄ゆきすみ氏 (仙台藩大番士
おおばんし

，310石) 注 1が「実

学」を掲げた寺子屋壽
じゅ

墨堂
ぼくどう

(仙台本荒町良覚院,教授科目 読書，習字，のちに裁縫 

生徒数男 50 名，女 20 名）)を開校したことに始まったという歴史的認識である．

その後，初代朴澤三代
み よ

治
じ

氏が 57歳となる 1879(明治 12)年に,仙台大学の母体と

なる「松操裁縫私塾」が開設され,1895(明治 28)年朴澤良
よし

助
すけ

氏（石川卓治の次男.

後に朴澤三代治と改名）が第二代校長に就任し,1925(大正 14)年朴澤ひろ夫人が

第三代校長に就任し,1931(昭和 6)年に朴澤松操女学校（高等師範科増設）と改

名され,1937(昭和 12)年に文部省より財団法人「財団法人朴澤松操女学園」が認

可され,朴澤三二
さ ん じ

博士（東北帝国大学教授理学博士）が,初代理事長・第四代校

長に就任した. そして,1947(昭和 22)年に朴澤一郎氏が第二代理事長,朴澤綾子

氏が第五代校長に就任した. 1948(昭和 23)年には朴沢女子高等学校と改称

し,1967(昭和 42)年には朴沢学園として法人名を改称し,朴澤一郎氏が第六代校

長に就任し,朴澤綾子（朴澤三二博士夫人）氏が学園長となった年に,仙台大学

が開学されたのである.  
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 その事に関して,朴澤一郎先生が,「開学当初覚え書」のなかで体育大学を柴

田町船岡に開校する構想について以下のように記録している.「私の体育大学の

発想が固められたのは,この田園都市の旧海軍火薬廠
かやくしょう

司令部跡地を見たからで

あった」と記述されている(1981). 朴澤一郎先生は,この大学設置案の発想が出

された以前の 2-3年間は,朴沢女子高校の上に短期大学を設置するために仙台市

郊外(現仙台三高付近)や仙山線沿線の候補地を一,二検分して歩かれた. その

一方で、柴田町も東京の日本大学付属高校の誘致交渉が進められていた。しか

しながら,当時の宮城県庁総務課（鈴木一郎課長）では,東京の大手進出に難色

を示し,むしろ秘かに県内に体育系の教育機関の出現を望んでいた. そこで,鈴

木課長が,当時の柴田町長である平間新午郎氏に,高校はいずれ県が建てると言

うことで,大学はどうかと打診し,学校法人朴沢松操学園（のちの朴沢学園）が

四年制大学用地を探している話を紹介した. 

 町はこれに合意をして,平間新午郎町長は,跡地管理の大蔵省「文部省が学校

建設を認めてからでないと,売れない」と文部省「用地を売ってからでないと,

学校設立は認めない」の折衝から始まり,その他の関係する官庁である防衛庁,

内閣官房と四省にまたがり自らその折衝に当たられた. このような平間町長の

柴田町への大学新設に対する熱意と好意は,町民あげての支援となり今日仙台

大学の学生たちが快適な学生生活を送ることができる基盤が築かれてきたので

ある. 宮城県風土記(1987)には、ある大物政治家の調整で開学予定直前の 41 年

2月に認可内示（開学予定日まで 100日前後）を受けたことも記されている注 2. 大

学関係者らは,学生募集,校舎・備品整備に奔走し,町からは同学園に出向,しか

し準備不足がたたって,百人定員に対し,応募者は 59名と教職員 26名,職員 18

名総数よりも少なかったと記録されている(仙台大学 2000:10).  

 2017年に開学 50周年を迎える仙台大学は,体育学部体育学科の 1学科から 5

学科（健康福祉学科、運動栄養学科、ｽﾎﾟｰﾂ情報ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ学科,現代武道学科）と

大学院修士課程が加わり,2,428名(2016 年 5月 1日付)の学生・院生らが日々研

鑽している. そして仙台大学開学半世紀を迎える 2017年 4月には,「子ども運

動教育学科」（定員 40名幼稚園教諭一種免許,保育士資格,および民間資格の幼

児体育指導者検定を含む）が文部科学省の認可の元で新学科として文部科学省

より設置認可新学科の開設の運びとなった. この背景には,「東日本大震災の被

災地で子どもたちの運動環境が制約されている現状を踏まえ,体力の発達を支

援する人材が必要」とされていることも含まれている. 朴澤泰治理事長は「就

学前の運動能力の発達は非常に重要.体育系大学としての強みを生かし,震災復

興を新たな形で担いたい」と語っている(河北新報 2016；読売新聞 2016). 

 これらの業績は,偏に朴沢学園の役員を含む全ｽﾀｯﾌ並びに地元柴田町歴代町
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長の方々をはじめとする柴田町民ならびに宮城県近隣の市町村の方々の理解と

励ましと支えによるものである. このように 2017年に向けて記念すべき半世紀

を迎えることができるまでに至ったことに対して,仙台大学に寄与貢献して頂

いた卒業生並びにこの分野を研鑽されているすべての人々に心からの感謝の意

を表したい. おわりに,これまでの学長お一人お一人の仙台大学への貢献に感

謝を捧げると共に今後さらなる繁栄を祈り末筆とする. 
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注１ 『仙台人名大辞典』(933頁)によると行
ゆき

澄
すみ

(1783-1830)は，1783(天明 3)年，

藤原
ふじわらの

秀郷
ひでさと

(生年不詳 – 991)を祖とする重永
しげなが

(1585-1680 朴澤加賀 享年 95

歳）の末裔朴澤家六代光行（元行）の子として誕生．「書家，通称九郎左

衛門,樸齋
はくさい

と号す．天資多能にして尤も書を善くす．従学者 1,500余人，

1830(文政 13)年閏 3月 11日没す．享年 48」と記されている． 

  秀郷に関しては，野口実(2001)伝説の将軍藤原秀郷,吉川弘文館参照． 

注 2 2016年 7 月 14日武山昭彦氏（元柴田町役場職員,現柴田町社会福祉協議

会事務局長）より聴取. ここでいう「大物政治家」とは,角田市（旧伊具郡
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北郷村）出身の保科善四郎
ほ し な ぜ んし ろ う

(1891-1991：元海軍中将,元衆議院議員(4期),日

本国防協会初代会長)で,終戦間際には海軍省軍事務局長としてﾎﾟﾂﾀﾞﾑ宣言

受諾を決める御前会議にも列席した高官で,戦後最後の証人である. 

白川一郎謹画「終戦御前会議」の中に,保科海軍省軍務局長として描かれてい

る.「保科善四郎の手記」（終戦時海軍省軍務局長）天皇の聖断で受諾した 

“ﾎﾟﾂﾀﾞﾑ宣言”. http://blog.goo.ne.jp/akebonobashi1937/e/d5978c27ec3f8a2f51fd26b270b550b9 

 

初代  学長  佐野   保    昭和 42年 4月～昭和 44年 10月 

 

第 二  代  加藤 謙次郎    昭和 44年 11月～昭和 48年 3月 

 

第 三  代  元村   勲    昭和 48年 4月～昭和 50年  3月 

 

第 四  代  朴澤  一郎    昭和 50年 4月～昭和 52年  3月 

 

学長事務取扱  小室  庄八    昭和 52年 4月～昭和 52年  7月 

 

第 五  代  小室  庄八    昭和 52年 8月～昭和 61年  3月 

 

学長事務取扱  庄司  定克    昭和 61年 4月～昭和 61年  7月 

 

第 六  代  北村   仁    昭和 61年 8月～平成  2年 7月 

 

第 七  代  森    富    平成 2年 8月～ 平成  6年  7月  

 

第 八  代  粂野   豊    平成 6年 7月～ 平成 14年  3月 

 

第 九  代  向井  正剛    平成 14年 4月～ 平成 20年 3月 

 

第 十  代  朴澤  泰治    平成 20年 4月 ～平成 26年 3月 

 

第 十 一代  阿部  芳吉    平成 26年 4月 ～現在  

 

 

 

http://blog.goo.ne.jp/akebonobashi1937/e/d5978c27ec3f8a2f51fd26b270
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