
第 2章

寄宿舎の想い出

(OBからの寄稿)



北大卒業後、陸軍技術将校、多摩陸軍科研で電探を研究。少佐で終戦後、高校教師、茨

城工専教授、定年退職後文筆生活に専念。

去る６月２日に、当舎解散事業委員会より、当舎解散のことを知らされ、一際懐しさを

覚え、早速筆をとりました。私は、昭和９年よりの２年間、予科恵迪寮生活後の工学部電

気課程の２年間を、宮部先生創設の当舎でお世話様を頂きました者で、満91歳ですから、

65年を経た訳です。今もなお、あの懐しい歌「北辰の光るところ、清新の霊気漲り、荒潮

の猛り来る国に、若人よ大志あれと」を思い出しては歌っております。

私は唯今、水戸長生園という介護施設で、週１日だけ世話になっており、殊に私共グルー

プが施設民営化への第１号であるため、第１期生としてのお礼までに、園歌を遺しうれば

との思い付きで、日頃の介護生活を画いた詩を創り、その曲には自信なきため、当舎歌の

メロディーを拝借してはと考えた訳でございます。若し、出版法などに問題などがあれば、

ご通知を頂ければ幸いと考えている次第でございます。また同時に、丁度機を一にしてお

便りを頂けた事でもあり、偶然の喜びをも感受しているところでもございます。

何分、65年前のことであり、当時札幌も、水戸くらいの人口（約20万）であり、水戸よ

りの夜汽車で23時間半をかけました。一昨年には卒業以来初めての札幌の旅が出来、北大

学園内を散策致し、クラーク先生像前に立つことも出来ました。ポプラ並木が黒色に枯れ、

代って高層建家が並び、齢50年と覚しき桜樹（？）が勢揃いをして驚きました。

同窓会の会合等もお有りと存じますが、東京方面からは、なかなか叶いません。

宮部先生の笑顔のおひげを思い出しており、同時に後世の為お世話を頂いております

方々に感謝の気持で一杯です。

当時の思い出

木 村 一 郎

●生年月日／大正3年(1914年)8月4日 ●在舎期間／昭和9年(1934年)10月―11年(1936年)11月

●学部学科／工学部電気科 ●出身地／茨城県

撮影昭和30～40年頃 植物園側から見た青年寄宿舎



私は昭和12年４月北大予科農類入学と同時に入舎し農学部畜産学科第二部（現獣医学

部）を、昭和17年９月15日半年繰上げ卒業まで５年半在舎しました。舎創設100周年記

念誌に私の、青年寄宿舎（以下舎）への思いと初代舎長宮部先生の追憶を十分に述べさせ

て貰いました。あれから僅か５年、閉舎決定の悲報は予想していたこととは言え只々、口

惜しいの一言に尽きます。ここに至るまでには理事をはじめ関係諸氏による舎運営及び経

営の建て直しの為の並々ならぬご努力とご苦心があったことと衷心感謝しています。しか

しながら舎の逼迫した実態と存続についてのアンケートを受けた私は、わが青春時代の思

い出がぎっしり詰った舎の解散には何としても同意できなかった。

親もとをはじめて離れて「一室二人制」によって「自治による他人との共同生活」を教

えていただいた舎、在舎中に直接ご指導を賜った宮部先生をはじめ奥田義正先生ご夫妻、

平戸、鈴木、逢坂、笹部、若松など素晴しい諸先輩方から享けた感銘、そして何よりも植

岡・平山両副舎長をはじめ舎友として親交を深めた柳川、田村、玉川、池本、手塚、花島

（低温研）諸学兄、ほゞ同年期の福本途夫、阿部芳郎、河口脩二、平井宏知、井上真由美、

三木廣、菅沼健三、三宅勝、渡辺健、塚越喜一郎、望月政司、斉藤弘夫、戸田守二、橋本、

白崎、小林などの諸兄との思い出の色が余りにも濃いため閉舎に直ちには賛意を表し得な

かった。舎生活では、宮部先生と先輩達の人生観、学問への取り組姿勢、外国留学の体験

等を聴く月次会、11月３日創立記念日の舎生による演劇や食事会、古いオルガンと蓄音器

のある食堂、恒例の薄別温泉旅行、総務・会計・食事部・文芸部による完全自治、舎前庭

のヤチダモの疎林と凹地等々思い出は尽きない。私の戦後旧ソ連強制抑留時代、帰国のメ

ドもなく劣悪な食料と環境、厳しい労働条件の中でとかく崩れようとする気持を支えてく

れたのは寝食を共にした彼等舎友と舎生活に思いを致すことであった。とくに止むなき事

情で私がソ軍との交渉とラーゲリの纏め役を務めた際には帰国の希望を奪われた人間集団

には避けられない様々のトラブルを経験したが、これを乗り超えるのにいかに副舎長時代

の体験が役立ったことか。

しかしながら時は流れ価値観も変り、舎の運営方針が時勢になじまなくなることは時間

の問題とも思われた。いま舎は碑のみを遺して一〇六年の使命を終えその姿を消すが、ク

ラーク博士が宮部博士に伝え、舎創設者宮部先生と奥田先生をはじめとする諸先輩が約一

〇〇〇名の舎生の心に伝えたBe gentleman! の心は彼等の子や孫にれんめんと伝えられ

ていくことを信じて筆を擱く。

さようなら 青年寄宿舎（2005年９月）

●生年月日／大正8年(1919年)1月7日 ●在舎期間／昭和12年(1937年)9月―17年(1942年)9月

●学部／農学部畜産学科 ●出身地／札幌

さらば 青年寄宿舎

山 根 乙 彦



本年６月に87歳になったところで幸いこの３年ばかりまったく無病で医薬品不用の生

活です。週３回の水泳は好きなので15年も続き、実に壮快な余生です。お手紙をいただき

ながらすっかり失念し申しわけありません。

以下65年の昔の思い出を記します。

昭和13年４月はじめて札幌へでかけ、夜７時に上野を出発、桜の盛りの夕方で翌朝目が

さめると盛岡の近くで雪が降っていました。長時間の列車の旅で青森につくと、寒い風が

吹き白く雪をかぶった山が眼の前に見えて、連絡船は予想以上に５時間もかかり函館着、

それから又長時間列車で北へ、日が暮れて８時すぎに札幌につきました。井上君はどこに

いるのかと４～５人の北大の先輩らしい人に声をかけてもらい、その北大生は札幌シン

フォニーのメンバーで、今度東京からうまいピアニストが入学したということで迎えにき

てくれたのです。オーケストラと学生時代３回も共演し、ピアノがひけることでよい青春

をすごすことができました。

青年寄宿舎には１年間お世話になり、２年目はピアノが使える画家の家に移りました。

当時の舎生は半分くらい亡くなってしまいました。明治のころの木造の家で、家のなかを

風が吹きぬける寒いところ。当時は３食とも舎の食堂で皆一緒に食事をしました。いわゆ

る一汁一菜の粗食で１ヵ月の食費が５円、こづかい５円（父の月給150円の時代）、今日の

栄養学からみれば落第点かも知れませんが、寒い環境と粗食のおかげで見ちがえるような

健康体に改造されました。大切なのは栄養ではなく清浄な空気と水、農薬や有害物質のまっ

たく存在しないところで青春をすごしたのが一生の健康の基本だと確信しています。当時

の札幌で８年半、大学院まで学生生活を送った思い出と、そのおかげで87歳をすぎても無

病の生活ができることに感謝している今日です。札幌の寄宿舎の生活の第１年目は短かっ

たのですが一生の思い出として心のなかに生きております。

●生年月日／大正7年(1918年)6月15日 ●在舎期間／昭和13年(1938年)4月―14年(1939年)4月

●学部学科／農学部農芸化学科 ●出身地／鹿児島県

無題

井 上 真由美



私が青年寄宿舎でおせわになったのは、昭和13（1938）年から16（1941）年の予科生時

代。入舎の動機は山鳥予科教授（先生はかつて水戸高女教諭、私の母がそこでの教え子）

の御指導です。

四月の初め山鳥先生の御案内で寄宿舎へ。しかし心は不安で一杯。そこで迎えてくれた

のは平山、柳川の二人の先輩。二人とも茨城県人で同郷。非常に親切。大いに安心。他の

二十数人の舎生ともすぐに親しくなりました。

そこから楽しい楽しい、今思い出せば夢のような私の青春が始まった。夜のふけるのも

忘れての仲間たちとの「だべり」。笑ったり涙を流したり。一方先輩達の指導を受けての読

書。漱石、藤村、鷗外、トルストイ、ヘッセ、ジイド等の文学書。よく分らぬまま取りく

んだ西田幾多郎、阿部次郎、倉田百三、河合栄治郎、カント、ヘーゲル等の哲学、思想書

等を机上に置き、一流の文化人気どり。

そして時には腰に手ぬぐいをぶら下げ、マントを引っかけ、グループで外出。ポプラ並

木、植物園、大通り、狸小路、薄野、円山等々、朴歯の音を響かせ、寮歌をドナリながら

流して歩き、時には喫茶店の美女に見とれたりした。

あの仲間達も今残っているのは、三宅勝君、井上真由美君等半数以下。親しかった遠藤

君も三木君も菅沼君もあの世へ旅立ってしまった。残った三人は今も時々あっています。

しかし今もなお心に強く刻まれているのは、宮部金吾先生です。あの慈父の典型のよう

な温顔は忘れられません。何年か前に農学部二階で先生の胸像を拝見した時は非常に感動

し、胸像と並んで写真を撮ってもらいました。

私は先輩達から先生の世界的な研究業績を教えられ、非常に誇らしく感動しました。そ

して先生に関連して、札幌農学校、クラーク先生、佐藤昌介、新渡戸稲造、内村鑑三等諸

先生を知り、関係の図書を精読しました。その時学んだことは、私の生涯を通しての考え

の中心となりました。とくにクラーク先生の教育方針や新渡戸先生の「武士道」、内村先生

の「後世への最大遺物」や「代表的日本人」等はほとんどいつも私の講義の中に登場しま

したし、文章にも書かれました。また拙著「先人に学ぶ教育、（武士道）、（後世への最大遺

物）より」や「先人に学ぶ政治、生き方、（論語）（武士道）より」また「心The soul of
 

Japan」等はそのものズバリの解説でした。

まさに青年寄宿舎は私の心の故郷です。

●生年月日／大正9年(1920年)7月15日 ●在舎期間／昭和13年(1938年)4月―16年(1941年)5月

●学部学科／農学部農芸化学科 ●出身地／茨城県筑西市

青年寄宿舎の思い出

塚 越 喜一郎



青年寄宿舎には、父子二代にわたってお世話になりました。父は、明治33年11月から

３ヵ月でしたが、私は、昭和14年４月から18年９月までの４年半でした。

私の学生時代は戦争の最中で、物資は不足し国内は軍事一色で、予科にも軍人の教官が

居て軍事教練を受けました。しかし舎生活のお蔭で、余りひもじい思いをすることも無く、

沢山の先輩や友人の中で、大変楽しく過させてもらいました。

中でも一番大きな収穫は、菅沼健三君という生涯の友を得たことです。彼は富山市出身

で、予科入学と同時に入舎、大学卒業までの５年半在舎し、最後の１年間は副舎長をつと

めました。学部は、私と同じ農学部畜産学科二部（獣医）です。卒業と同時に、当時大学

卒が余り入らなかった雪印乳業に就職、これからの日本人に牛乳やバター、チーズ等を沢

山食べさせると張切っていました。

彼は大変律儀で、信義に厚い男でした。雪印に在職中、検診で結核に感染していると言

われ、不遇な時もありましたが定年までつとめ、その後は酪農ジャーナリストとして、乳

や肉の本の翻訳をしていました。

10年前に奥さんに先立たれ、雪印乳業も廃業するなど、不遇の内に、昨年12月13日、

富山で亡くなりました。生前、大学卒業直後に私と二人で、宮部先生から、グランドホテ

●生年月日／大正9年(1920年)9月17日 ●在舎期間／昭和14年(1939年)4月―18年(1943年)9月

●学部学科／農学部畜産学科二部 ●出身地／帯広市

青年寄宿舎の思い出

三 宅 勝

昭和15年秋 石狩浜



ルで、フルコースの洋食を御馳走になったことを自慢にしていました。

青年寄宿舎の舎則は禁酒禁煙です。敬けんなクリスチャンであった宮部先生が舎長でし

たので、よく北の方にあったキリスト教青年会寄宿舎と間違われました。宮部先生は宗教

を強いられることはありませんでしたが、禁酒禁煙だけは鉄則でした。何人もの人が、こ

の規則が守れず退舎していきました。

私は、先生が、月次会で「私も若い頃は酒も煙草も飲んでいたが、兄がこれで若死した。

長生きしなければ人の役には立たないと考え、皆さんに禁酒禁煙をすすめている」と申さ

れたのを記憶しています。

私が在舎していた頃、先生は80歳近かったと思いますが、毎日御元気に農学部に通って

おられました。同封の写真は、昭和15年秋、石狩の浜で、先生が舎生と一緒に、石狩鍋を

賞味されている写真です。角帽は、その時の副舎長、故平山常雄氏です。

昭和15年入舎時、玄関に立った時から、寄宿舎には薄暗い静かな空気の中にも、不安な

心を包み込む優しい雰囲気があった。創立百周年の記念誌には、在舎生に番号がつけられ

ている。私の番号は497で、創立後40数年経っている。従って、寄宿舎の伝統的な気風も

長期に亘り舎長を務められた、宮部先生に負う所

が大きい。先生は学生時代から内村鑑三先生と大

の親友であった。最近、「生命の光」なる雑誌に次

の一文を見付けた。「内村鑑三先生は、神の著せし

書物には二つある。聖書と自然界である。両者を

知りて初めて神を知るにまったし」と。つまり、

自然の摂理は聖書と同等で、自然科学の研究によ

る発見の喜びは神の啓示に出会う喜びに匹敵する

と解釈される。内村先生のこの記述に到達する迄

の経緯には、宮部先生の研究に対する情熱が関与

していることは確実である。中学生の頃から、学

問は真理を探究するため必要なものと思ってい

た。今でも真理とか自然の摂理の内容は理解して

いない。それでも、研究を続けていると、被創造

物の活動は非常に巧妙で、何か霊的な力が働いて

●生年月日／大正11年(1922年)3月3日 ●在舎期間／昭和15年(1940年)4月―21年(1946年)

●学部学科／医学部医学科 ●出身地／静岡県

青年寄宿舎の解散に寄せて

望 月 政 司



いることに気付く。気付いた途端、喜びが湧いて来る。宮部先生の書斎に「神は愛なり」

という内村先生の色紙が掲げてあった。人は心に愛を覚えると、愛する者のために喜んで

尽すようになり、満足感を味わう。研究活動を通して真理に出会うと、心に喜びを感じ、

学問に対する愛の生れることを実感として知るようになる。寄宿舎には、舎生２人１組、

同室で生活を共にする規律があった。この関係で、喜びと愛の連鎖反応は同室の友に伝わ

り、軈て月次会等を契機に舎生全員に及び、なごやかな互助の精神が醸し出されて行った。

寄宿舎が百年以上の間、大禍なく運営できたことには、宮部先生始め、在舎生一同の学問

に対する愛と情熱と努力の関与があったことは、見逃せないと思っている。

日本のハワイ真珠湾攻撃の年の暮、12月で三本木農業学校を「学年短縮」で卒業させら

れた。多くの同期生は満蒙に行き、私は翌春４月、北大農学部附属の３年制専門部に進学

した。

それからが第二次世界戦争である。波瀾の時代となった。

この札幌で私は頑張り、先輩を目標にして首席、特待生、級長となった。級友の中から、

ハンサムでスポーツマン、魅力ある人柄でクラスの人気者、上野久弘君に友達になっても

らった。後に知ったその妹さん、藤高女在学の上野文子さん（モナリザ）には憧れた。同

時に私は、「角帽」をかぶり農学科本科の学生になることを憧れたのだった。

戦争は拡大し続け、「学徒出陣」となり、これで札幌では上野久弘君との「札幌駅頭の別

れ」となった。私は１年遅れて、20年１月、学徒出陣第二期「特別甲種・幹部候補生」と

なった。仙台南飛行学校に入隊しようと郷里の青森、上北郡藤阪村に帰ったが、入隊には

身体検査で不合格とされたのであった。

青年寄宿舎の生活をした友人のことを書かなければならない。私一人が大変だったので

はないのだから……。

舎生の中に同級生・白崎健蔵君、佐本四郎君他が居た。学部生、予科生、専門部生と様々

であった。その中でも戦死と伝えられた白崎君のことは特筆しなければならない。

彼は同級生だが一つ年上で、一年早くに「学徒出陣」であった。戦後になってから聞か

されたが、あの特別攻撃隊として若い生命を国に捧げたという。彼は舎では特別に真面目

ということも優等生ということもなかった。舎訓の「禁酒禁煙」を犯し、カーテンの留め

金で他人が部屋に入れないようにして喫煙していることもあった。

私の方は20年４月札幌に戻るが、兵役のため再度、特別幹部候補生を受験しなければな

「人を恋うるの記」抄

中 村 卓 三

●生年月日／大正13年(1924年)9月28日 ●在舎期間／昭和17年(1942年)3月―19年(1944年)1月

●学部学科／農学部農学科実科入学 ●出身地／青森県



らなかった。陸軍経理学校を志願して受験したが、その発表が延び延びとなる中、８月15

日の「敗戦」となった。上野久弘君は海軍中尉となり帰ってきた。

私は戦後も続く食糧不足のなか遂に休学を申し出て郷里に帰った。食糧難さらに経済難

が続き、十数年後、退学届けを提出した。後に法政大学で学んで経済学士となり、新制中

学で働いた。農業の経済事情は問題が多くて深い。これを一生涯勉強しようと思っている。

（※ 中村さんの寄稿は長過ぎるため検討の結果、抄録とさせて頂きました。御了解下さ

い。― 記念誌編集委員会）

100年以上の歴史をもち有為の人材を社会に送り出した青年寄宿舎が閉舎し、解散する

ことになったことは、誠に残念でなりません。

その要因は、宮部先生の教えの「禁酒・禁煙」の舎是を守る舎生の確保が難しく、宮部

先生の教えを守れないような寄宿舎は、存在の意味がないということであり、閉舎は止む

を得ないものと思います。

私は昭和20年に北大予科に入学し、恵迪寮で３年間を過ごしました。８月に終戦となり

ましたが、食糧難、燃料難等のため寮生活は大変で、栄養失調の一歩手前でした。学部に

なると恵迪寮にはおられませんので、父の知人の紹介で青年寄宿舎にお世話になることに

なりました。

舎では、朝晩の食事は寮母の深谷さんが親身になって作って下さいましたし、昼食は各

自で用意しましたが、栄養面では全く問題がありませんでした。

舎での生活は、舎生のなかから選ばれた副舎長を中心に、会計・食糧・文化・衛生など

８人の委員がいて運営を行っていました。

月次会や記念祭では、先輩の貴重なお話を聞くことができたし、舎生による演芸大会も

あり楽しかったこと。宮部先生の満90歳のお祝い会のことなど思い出されます。

部屋替や畳を出しての大掃除。帯中先輩の河瀬さんに囲碁を教えて貰ったこと。副舎長

であった平さんには社交ダンスの手ほどきをして貰ったこと。三角さんには食卓テーブル

を利用して卓球を教えて貰ったこと。食堂には古いオルガンがあり弾き手あまたであった

こと。泉田さんのコーラスの指導もあったこと。また、舎には風呂がなかったので、数人

で誘いあい通称「金魚の湯」で列になって背中を流しあったことなども楽しく思い出され

ます。

恵迪寮時代の耐乏生活、青年寄宿舎時代でのよき先輩、知己に恵まれた生活が、私の人

思い出

角 田 和 夫

●生年月日／昭和2年(1927年)7月4日 ●在舎期間／昭和23年(1948年)4月―26年(1951年)3月

●学部学科／工学部土木工学科 ●出身地／北海道中川郡幕別町



格形成によい影響を及ぼし、その後の社会活動にも大いに役に立ったと思い、今でも感謝

いたしております。

閉舎後も何らかの機会に皆さんとお会いし旧交を暖めたいと思っております。

「……昔札幌に青年寄宿舎というのが建った。当時は札幌で一番よい寮で、寮長は宮部先

生であった。……」

この文章は北大最後の予科長であった宇野親美先生の「北大物語」の一部を転載させて

いただいたものである。

宇野先生に高く評価されたわが青年寄宿舎も平成17年３月末をもって、106年余の輝か

しい歴史に終止符を打つこととなった。凡そ32年間にわたり舎の運営に携わってきた一人

として誠に遺憾に思うと共に、申しわけなく思っております。ただわが舎は創立以来これ

迄に約900名にも及ぶ有為の人材を世に送り出してきたことの意義は極めて大きく、大い

に誇れるものと考えている。

ここに、あらためて舎の創立とその後の改築に尽された宮部先生、奥田先生の御功績に

対し、心からの感謝の誠を捧げるものであります。特に奥田先生は大正11年、創立25周

年記念事業として行われた大修繕を副舎長として立派に成し遂げ、卒業後は昭和21年より

逝去される迄の実に32年の長きにわたり理事長として困難な舎の運営に尽力されました。

しかしその間の舎の老朽化は激しく、舎の存続

のためには改築以外に道はないとの考えから昭

和29年に改築のための一歩を踏み出しており

ます。当時私は学部４年目でしたが、先生の指

示を受けて資金調達のために会社訪問を行いま

したが、全くみるべき成果をあげることができ

ませんでした。一方舎の土地は戦後北大より国

に返還された後、昭和48年に至り財務局が土地

利用者に払い下げる決定がなされたと聞いてお

ります。奥田先生はその機会に私財と、先生の

顔担保で融資された資金で、その土地を入手さ

れておりました。その後奥田先生の青年寄宿舎

改築にかける熱い思いに感銘を受けた某カメラ昭和49年改築記念パーティーでの奥田義正先生

青年寄宿舎改築に懸けた奥田義正先生を偲んで

黒 嶋 振重郎

●生年月日／昭和5年(1930年)7月19日 ●在舎期間／昭和23年(1948年)4月―30年(1955年)3月

●学部学科／医学部医学科 ●出身地／名寄市（旧制名寄中学校)



商社社長が土地の一部の購入を申し出て下さったことにより、一気に資金の調達が実現し、

ついに昭和49年10月に先生悲願の新舎屋の完成をみるに至ったのです。

改築完成記念式は石狩会館（現KKRホテル）で行われたが、感涙にむせぶ先生のお姿に、

言葉もなく、ただただ頭を下げるのみでした。その後も舎のフェンスと玄関のステンドグ

ラスを見る度に、生前先生が嬉しそうに話された「舎のフェンスは隣の某大邸宅のものよ

り良い品を使うよう、業者に注文したんだよ」という言葉を思い起し、先生の偉大さを偲

んでおりました。

最後に先生が改築記念誌に残された「事なる日 北極星を仰ぎ感慨に満ちて感謝を捧げ

ます」との文を記し筆を擱きます。

青年寄宿舎は明治31年に創立され明治33年に北５条西９丁目に建設されました。宮部

金吾先生は、以来、実に48年間、88歳の米寿を迎えるまで青年寄宿舎の理事長兼舎長を勤

められ、多く舎生を送り出した功績は偉大でした。第２代理事長の奥田義正先生、第３代

の若松不二夫先生、第４代の加藤正道先生、第５代の黒嶋振重郎先生と107年間受け継が

れた青年寄宿舎が今年を最後に閉鎖されると聞き、元舎生としては、非常に残念に思いま

すが諸般の事情でやむをえなかったのでしょう。

私は昭和23年から28年の５年間青年寄宿舎で実り多き多感な青春時代を過ごしまし

た。当時の舎生は古い順に、敬称略で福重兄弟、河瀬、草地、村上、平、飯田、泉田、上

野、三角、大類、森田、中川、吉田、中田、坂井、河村、村瀬、角田、山本、辻、折内、

宝示戸、相馬、小原、武田、長谷川、本橋、松山、中林、小松、佐藤、藤井、大類（弟）

ら、各氏でした。昭和28年に退舎して50数年たった今でも、当時の舎生の一人一人の顔

を懐かしく思い出すことが出来ます。

入舎後最初に同室になった三角さんは東京出身で、生活能力は抜群な人でした。

どこかからリヤカーを調達してきて、引越しのアルバイトで高額を稼いでいたようでし

た。入舎当時の副舎長、平巌さんはスマートでダンスが上手な医学部学生で、女性には非

常にもてているようでした。平さんに刺激されて、同じ医学部の後輩の上野豊さんがダン

スに凝り始めましたが、もと陸軍士官学校生徒に、ダンスは向かなかったのではないかと

思いました。上野さんが、夏の暑い日、骨の名前をお経のように読み上げて暗記していた

のを思い出します。

当時は卓球が盛んで、食堂のテーブルは食後は卓球台に早代わりします。私もここで少

青年寄宿舎の思い出

山 崎 豊

●生年月日／昭和5年(1930年)6月29日 ●在舎期間／昭和23年(1948年)月―28年(1953年)年3月

●学部学科／工学部応用化学科 ●出身地／北海道帯広市



し卓球を覚えました。飯田さんは女性的な優しい方でバイオリンに夢中でした。その音に

悩まされた舎生もいたのではないでしょうか。相馬さんはクラシックの歌が得意で美声を

張り上げていました。無口な小原さんは、ピアノタッチで食堂のオルガンでトルコ行進曲

を弾くので、オルガンが壊れるのではないかと心配しました。私もここでオルガンを少し

覚えました。

四国から来ていた冬でも裸足で平気な中川さん、九州から来ていたおとなしい吉田さん、

東京出身であることを誇りにしていた大類さんなど、50年前の皆さん一人一人を懐かしく

思い出します。その後皆さんはどのようにお暮らしなのか、今も元気でおられるのか、知

る由もありません。

数年前に辻功氏が横浜に来たからと電話をもらい、みなと未来地区のロイヤルパークホ

テルで会い、50年前にタイムスリップして、楽しいひと時を過ごしました。

宝示戸さんの妹さんが私の住む家の近所に住んでいます。また坂井一さんの妹さんも私

の家から100m程離れたところに住んでいます。世の中は狭いものと痛感しました。

私は昭和28年にはるばる津軽海峡を渡って半世紀、横浜に住んで43年たちました。75

歳になりましたが、今のところ、家内と二人で元気で暮らしています。こちらにおいでの

節はどうぞお立ち寄りください。

伝統のあった青年寄宿舎は解散し、建物も解体中との知らせを頂いた。私の脳裏には、

先代の木造の旧舎やそこで出会った人々の思い出が去来する。最近、偲ぶ者が居る限りそ

の人は死んではいない、偲ぶ者が一人も居なくなった時初めて死ぬのだ、という意味の言

葉を知ったが、青年寄宿舎も然りと思う。

副舎長もされた鳥取の山根先生の御紹介で、又自身も札幌で学んだ父の賛成もあって、

入舎した頃、学内ではイールズ騒動、市内では白鳥事件等で騒がしく、賄の小母さんも、

昼食は自分で調達せねばならなかった舎生一同も食べる事に四苦八苦していた。一方、テ

レビの試験放送が始まり、第九が札幌にやって来るということで合唱に参加する人が日夜

廊下で練習に余念がなかったり、食堂の一隅が時折ダンス教習所に変ったり、明るい時代

の気配が感じられた。そんな中、宮部先生のお宅の庭仕事の手伝いに行く事になり、恐る

恐る参上すると、まず上がりなさいという訳で、紅茶とお菓子を頂き乍らの大先生との差

し向かいの一時が始まった。出身地を聞かれ、鳥取ですと申し上げると、彼の地へ赴任し

た何人かの弟子の逸話をいちいち名を挙げていとおしそうに話して下さり、卓越した記憶

偲ぶ者が居る限りその人は死んではいない

本 橋 常 正

●生年月日／昭和4年(1929年)7月13日 ●在舎期間／昭和24年(1949年)4月―27年(1952年)3月

●学部学科／農学部獣医学科 ●出身地／鳥取県



力と優しさに感服した。折角来たのだから何かしなくてはと

いう事で、先生が先に立たれて庭へおり、申し訳程働かせて

頂いたが、鈴蘭は英語で lily of the valleyと云うんだよと、

丸い眼鏡に白い顎髭の世界的植物学者から教わったのはこの

時で、御逝去前１年有余の事であった。

恵迪寮のルームメートで父と終生親交のあった徳島の中川

さんの御長男が在舎され、二人一室の暮らしの中で、大変お

世話になった。その後、部屋替えの度に色々な人と出会い、

中にはそれが縁でか私と同じ道に進まれ、その後もずっと親

交が続いて来た人や、最近の名簿で近所に居るのを知り交流

が再開した人や、後年在舎した弟と一緒だったといって来ら

れた人等、続くきずなを感じる。

生存するOBの数が減っていくのは致し方無いとしても、舎がそしてそこで息づいて来

た先人の思いが、直接又は間接に語り継がれ読み継がれて、各自の青春の追憶と共に、生

き続ける事を願って止まない。

記念祭余興「嵐の一夜」。

1949（昭和24）年11月３日

旧舎の裏側。1949（昭和24）年５月



昭和24年に新制高校から電気工学科に入り、中学同期の河村君の紹介で昭和28年の卒

業まで在舎させて貰いました。この間、実に多くの恵みを戴き、勉強させてもらいました。

同時に幸運を授けられました。心からの感謝を込めて振返ります。

◆禁酒禁煙：遺伝もあって酒は卒業後に飲み始めましたが、煙草は今もやりません。

◆議 論：訓練して貰ったことの一つが議論の仕方でした。随分役に立ちました。現在

もインターネットで議論して、まず、負けることがありません。先日も「現

在の刑法学者は曲学阿世の徒」と法科の大学院生らしき人物と論争をし、つ

いに相手を沈黙させました。農学部にいらした三角さんに感謝です。

◆ダ ン ス：医学部の上野さんから教わって、狸小路の杉山教室に通いました。ダンスは

ものになりませんでしたが、御婦人との応対の仕方を勉強できました。

◆麻 雀：賭けない麻雀だったため甘っちょろく、会社に入ってから随分授業料を払う

はめになりました。

◆生 活：電車通り側の壁にアルバイトの貼紙を出して、それと奨学資金で４年間暮ら

すことができました。助かりました。

◆精 神：漢（男）というものの精神の在り方を学びました。「男らしい」とはどういう

ことかを身につけることが出来たのはこの頃かと思っています。電気工学科

の先輩相馬さんの人柄に今も感謝しています。

◆ 碁 ：土木工学科の角田さんに教えて貰い、一生の趣味になりました。街では七段

格で通用します。

◆貧 乏：屋台の30円のラーメンが食いかねて、いつも10円のかけ饂飩でした。朝食

のとき10円の納豆を半分食べて、昼に残りの半分を食べました。それが全然

苦にならなくて、後年、会社を止めて独立するとき、生活苦の恐怖などは全

くありませんでした。

16年間勤めた会社（北海道放送）を辞めて昭和44年に東京でちっぽけな会社を創り、現

在もちっぽけにやっています。幸いにも75歳の現在まで生き永らえることができ、著書も

10冊を越しましたが、この幸運を貰ったのは青年寄宿舎だったと心底感謝しております。

宮部教授、奥田教授への感謝も勿論です。

私のオーディオ界での職業名は加銅鉄平（かどう・てっぺい）です。ホームページは加

銅鉄平で検索すると出てきます。暇のある方は見てください。

●生年月日／昭和4年(1929年)9月9日 ●在舎期間／昭和24年(1949年)5月―28年(1953年)3月

●学部学科／工学部電気工学科 ●出身地／東京都

幸運を貰った青年寄宿舎

中 林 忠 志



北海道は私にとって小さい時からの憧れの土地だった。広々とした大地、自由な雰囲気

がよかった。その上、明治の初期に札幌農学校でクラーク博士がすばらしい人間教育を施

し、その薫陶を受けた学生たちとその精神を受け継いだ学生たちが、やがて社会に出て日

本の新しい時代の魁を担ったという事実が私を惹きつけた。中でも内村鑑三、宮部金吾、

新渡戸稲造などは、国内はもとより国際的な視野に立った活動をし、世界各国から賞賛を

受けたという事実は私の北海道に行きたいという気持ちを強く刺激した。

北海道の良さを教えてくれたのは、実は私の母であった。母は娘時代に、札幌の新婚間

もない兄（時田 先生：青年寄宿舎の先輩）の家に厄介になったことがあり、札幌の良さ

と北大のロマンチックな雰囲気に憧れたのであろう。母は自分の思いを私に託し、札幌へ

行くことを強く勧めた。このような雰囲気の中で私は北海道大学を受験し、幸運にも合格

した。当然のことながら、母は兄に私の住む場所について相談し、兄は自分が大学時代に

過ごした青年寄宿舎を推薦した。青年寄宿舎には入舎希望者が多かったと思うが、恐らく

私は大先輩の願いということで特別に配慮して頂いた結果、入れたのではないかと思う。

いよいよ青年寄宿舎に入れて頂いて、まず驚いたのは、家の外と内との区別がつきにく

昭和30年頃 左・田端、右・安孫子

●生年月日／昭和7年(1932年)12月11日 ●在舎期間／昭和26年(1951年)4月―32年(1957年)3月

●学部学科／医学部医学科 ●出身地／埼玉県春日部市

なつかしい青年寄宿舎生活

安孫子 保



いオンボロ寄宿舎であることだった。さらに廊下は一部ブカブカの状態。でも時は昭和26

年で、物も金もない時代である。入舎を許可されただけで感激である。同室の方は農学部

の熊本出身の吉田さんだった。吉田さんはこの寄宿舎のことについて教えてくれた。この

寄宿舎は宮部金吾先生が作られた寄宿舎で、規則は禁酒・禁煙で宗教は自由である、とい

うことだった。宮部金吾という名前を聞いて私はびっくりした。自分の憧れていた所に来

たのである。禁酒・禁煙はよく分かるとして、宗教の自由は宮部先生らしい人間の幅の故

と思った。宮部先生は私が札幌に来る少し前にお亡くなりになり、残念ながらお会いする

ことはできなかった。

同室の吉田さんはとても親切で、すてきな九州男子で私をよく銭湯に連れて行ってくれ、

背中の流し方を教えてくれた。この銭湯には「ミサコ風呂」という名がついていた。番台

にうら若いミサコという名の美人がいつも座っていたからである。近くに別の銭湯があっ

たが、そちらの銭湯には誰も興味がなかった。そういえば、ミサコさんは今頃どうしてい

ることか。どこかでクシャミをしていることだろう。次第に寄宿舎の中に住む方々ともお

付き合いをするようになった。上野さんは医学部卒業目前だった。白衣を着てレントゲン

写真を持って歩いている姿をみると本物の医師のようだった。医学部に入学したばかりの

黒嶋さんと辻さんにも大変お世話になった。お二人とも秀才で、質問には何でも答えるの

でびっくりした。ドイツ語はもっぱら辻さんにお世話になった。辻さんはドイツ語が良く

できる人だった。農学部には三角さんというユニークな先輩がいた。一升飯を一度に食べ

たことで有名で、笑い顔がとても良く、宮部先生を深く尊敬していた。

相馬さんの美声（テノール）、小原さんのオルガン、山崎さんの外国風な雰囲気、中田さ

んのパチンコ科学の話、小松さんのスケート、武田さんの大真面目な顔、本橋さんのモッ

トー「墓の中に入ってからゆっくり休もう」、獣医学部の人たちが持ってくるジンギスカン

鍋。昔を懐かしんでいるといくら紙面があっても足りない。とにかく皆ユニークで面白い

人ばかりだった。だから毎日がとても楽しかった。おかげで良い青春時代を過ごすことが

できた。

青年寄宿舎は長い間多くの人材を育て、今その役目を終わろうとしている。心からの拍

手と労いと感謝を持って、その最後を見届けたい。

ありがとう― 青年寄宿舎!



１枚の写真がある。

それは昭和28－29年頃の青年寄宿舎の記念祭（11月３日）の時の写真のようである。

当時の寮生であった学生が20人程と、寮の賄いを担当していた蛎崎おばさんの娘さん

（敏子、和子さん姉妹）と、風呂屋のミサ子さんも写っている。その他に、近所の子供達が

10人程と、おまけに近所のお年寄まで何人か写っている。当時、こんなことも、お年寄に

とっては結構なイヴェントで、楽しかったらしいのだ。

記念祭では、コーラスや、「父帰る」や「屋上の狂人」などの演劇をやったようで、（当

時はもっと冴えた脚本など、手に入らなかったのだ）その役どころの扮装のまま写ってい

る人もいる。子供達は、当時寄宿舎の向かい側の家々の子供達なのである。その子供達何

人か、自転車に乗せて北大まで遊びに行ったこともあった。凝っとこの写真を見ているう

ちに、想いは忽ち50年も昔の青春へと馳せ戻るのである。

北大の精神的風土を築かれたクラーク博士は“Boys,Be ambitious”といわれたが、その

自由闊達な一面は恵迪寮に受けつがれ、キリスト教精神の厳粛な敬虔な面は、宮部金吾博

士を通じて青年寄宿舎に流れることになった、と思う。その恵迪寮から青年寄宿舎へと移っ

てきた僕は、意識もせずに、当時の北大の学生の両面の生活を生きたようであった。

僕は青年寄宿舎に入ると、押入れの上の段に万年床を敷いた。夜、床に入ると、天井の

𨻶間から、星がチカチカと瞬い

ているのが見えた。それでも、

雨が漏って困ったという記憶は

ない。春になって半年ぶりにふ

とんをあげると、ふとんの裏は

カビだらけだった。

夜12時を過ぎると、残ってい

る飯は喰ってもいいという暗黙

の諒解があった。何故か、ゴン

タという。

藻南公園に自炊遠足に行っ

た。無意根山や樽前山にも行っ

た。幌見垰から円山まで、スキー

で滑り降りた。

今は昔である。

昭和28年11月３日 記念祭「寸劇」のあと

後列左から蠣崎和子さん、牧田章、４人目後藤史郎

右から三角亨、２人目辻功、３人目黒嶋振重郎、５人目平山秀介

中列不明

前列左から２人目安孫子保、近藤勲、宮野貢

昭和30年頃の青年寄宿舎の日常

後 藤 史 郎

●生年月日／昭和6年(1931年)7月6日 ●在舎期間／昭和26年(1951年)10月―31年(1956年)3月

●学部学科／医学部医学科 ●出身地／北海道釧路市



ふと目を閉じると、古い木造りの青年寄宿舎の後姿が、ひっそりと澄んだ空気の中に薄

れてゆくようであった。

昭和30年11月３日 記念祭「寸劇」「人形劇」など

５列目左から田端宏、右から蔀明、２人目宮野貢、３人目蠣崎敏子さん

４列目左から鶴田忠孝、佐藤章、平山秀介、寺田周史、近藤勲

３列目左から牧田章、６人目蠣崎和子、８人目浜田竜夫、９人目牧田道夫、右端佐藤茂行

２列目左から３人目安孫子保、加藤正道、奥田利恒、後藤史郎

１列目近所の子供達



この夏北５条通を通ったとき、青年寄宿舎の舎屋は姿を消していた。あらためて寄宿舎

は３月31日で廃止されたことを認識した。きれいに整地された跡地は広くはなかった。

在舎していた頃の寄宿舎は玄関や道路沿いの楡の枝が古い舎屋の屋根を覆い、市電が走

り人も自転車も通る道路の向かい側は植物園。街なかにあって自然豊かな環境だった。こ

とに新緑萌える早春から濃緑繁茂する初夏の頃がよかった。

冬は休みの日は円山奥の荒井山にスキーや藻岩山北斜面に通った。リフトなどなかった

から、当時の札幌のゲレンデスキーは低い斜面で、今からみると子供レベルのようなもの

だった。たまには仲間と山スキーで手稲、ニセコ、十勝に行ったが、山スキーとはいって

も大部分はシールをつけての上りだが、下りの滑りは爽快で忘れがたい。新雪で転ぶと弾

みで半身が雪に埋まった。

久しくスキーをしないせいか長い冬は困りもの。人口百万以上で雪が多く、気温も低い

都市は世界中で札幌だけという。気温は無理だが、積雪のほうは水資源として、冷熱エネ

ルギーとして経済的で効率のよい処理の方法はないかと思う。

卒業、退舎してほぼ半世紀がたった。心豊かな青春を過ごした在舎のとき（昭和28～31

年）ばかりでなく、その後も財団法人青年寄宿舎の縁（えにし）をとおして多くの人びと

と親しみ、啓発され、ご迷惑もかけた（反省）。

青年寄宿舎ありがとう。

いまの気持ちは下の白居易の詩（高木 正一注。岩波書店）のようなものです。

青年寄宿舎断想

牧 田 章

●生年月日／昭和6年(1931年)2月6日 ●在舎期間／昭和28年(1953年)4月―31年(1956年)3月

●学部学科／医学部医学科 ●出身地／旭川市
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今年は戦後60年ということで当時の記憶が各界の代表的な人々によって語られている

し、庶民の証言もある。私は終戦当時、国民小学校４年生、名古屋が大空襲をうけた翌日

早朝、女学校を卒業したばかりの姉に連れられて秋田の父の実家に次兄と共に縁故疎開を

させられ、２年半もの長い間父母と別れて暮した。その間は60歳代半ばの祖母と叔父夫婦

の世話になって田舎暮しの楽しさを満喫する機会を得たのである。８月15日の玉音放送は

大人達と一緒に聞いたが、内容は理解できなかった。しかし大人達の様子から「負けた」

ということを知った。前日、グラマン機の低空飛行に怯えて、祖母の手を引き畦道を駆け

たことをよく記憶している。それから10年後、私は夕張の小、中、高校（いずれも廃校と

なった）を経て北大教養課程の２年生として青年寄宿舎に在籍し、医学部の受験を決意し

準備を始めた時期だったと思う。ところで自分でも情けないことに、入舎の切っ掛けと、

医学部受験の決意をした時期とが不明なのだ。入舎については、私と高校から医大まで一

緒だった鈴木隆君か、植物園の傍に家のあった武内恵輔君のどちらかが私に情報をくれた

のではと思う。医進コースというものが無かった私の時代は、理系の２年間の勉強の後、

再度医学部の受験をするシステムであったので、受験の決意までの間に１年半位の余裕が

あったことは確かであるが、私がどの時点で、そんな気持になったのか判定不能である。

判っているのは、高校時代に目標を明確に定めていたわけではないということである。私

の入舎時に副舎長をつとめて居られた黒嶋先輩や辻先輩、最初のルームメイトとしてお世

話になった西村さん（当時医学部１年）、その他の学年の医学部生であった皆さんの影響を

うけ、更には一緒に受験に挑戦することになった鶴田、森山両氏の存在など、在舎の機会

を与えられたことが一番の契機だったと考える。

私の学生時代は誰もが経済的には苦しかったが、入舎により多くの出逢いと、懐しく楽

しい想い出を与えられた。平成10年11月に開催された100周年記念式典にも参加し、今

閉舎の瞬間に立ち会うこととなった。閉舎への道筋をつけられた黒嶋前理事長と、奥田理

事長はじめ閉舎の準備に献身的なご努力を頂いた各位に心から感謝を申し上げる。

60年前と50年前

佐 藤 章

●生年月日／昭和11年(1936年)2月11日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)5月―31年(1956年)3月

●学部学科／教養部理類修了（札医大卒） ●出身地／名古屋市



昭和29年当時に、すでに「あの建物に人が住んでいるとは⁉」と言われて舎生の方がびっ

くりしていたような寄宿舎だったが、食堂にオルガンがあった。在舎明治43年～大正５年

の佐藤秀太郎先輩が書いた「寄宿舎の思出」（『青年寄宿舎五十年史』）に「山葉の三十五キー

かのオルガンがあって……誰彼となく手慰みに弾いたものだ」とあるから、明治の末年に

は、もう舎生の生活のなかにあったものらしい。ハーモニカ以外の楽器に触れることは、

めったになかった小生にとっては、オルガンは、あこがれの楽器のひとつだった。

かなり古ぼけたものではあったが、音はちゃんと出た。バイエルの表紙のとれたのと、

讃美歌集が譜面台にのせられた状態で、何時でも（午後９時以降はダメ）誰でも弾いてか

まわないようにして置かれていた。実際に「誰彼となく」弾いていた。バイエルをみると

40番台の終わりから78番までの間によく聞いたメロディーがあるのがわかった。それよ

り前は面白いメロディーがなくて、それよりあとは難しい、という事情によったと思われ

る。人気が高かったのは74番だった。三連音符を少し早めに弾けると、とても恰好よく聞

こえたのである。多分、安孫子保さんが一番上手だったと思っているがどうだろうか。牧

田章さんの弾く78番もとても印象的だった。真似しようと挑戦したがうまくできなかっ

た。

この大事なオルガンが故障した。上のミの音が出なくなったのである。バイエルでもよ

く使う部分だったから、とても困った。どうしたらなおせるのかと思ってオルガンの裏を

みると裏板は一部はずれたままで中が見えた。音量をあげるためのレバーをひくとリード

を覆っている板があがって上から９番目のミのリードを引き抜くことができた。リードは

折れてはいなかった。大きな砂つぶがはさまって音が出なかっただけだったので、砂つぶ

をとってもとにもどすと修理は完全に終了だった。みんなにとてもほめられた（と思って

いる）。

このオルガンを使って合唱団を組織したのは牧田章さんだった。安孫子さんが伴奏をし

た。看護学校の寄宿舎から女声メンバーを招くことに成功したのは後藤史郎さんの功績

だった。関鑑子編『青年歌集』第三篇がテキストでフィンランド民謡〝いちご"を最初に

練習した。ロシア民謡、歌曲をいくつもやった。ハーモニーの快さなど音楽の楽しみを教

えてもらえたのは、このオルガンと諸先輩のおかげであった。

多士済済の先輩諸氏はオーケストラのメンバー、尺八をたしなむ人、奥田義正先生のよ

うに明笛を奏する人などなど、文芸部のメンバーはレコードコンサートを催すなどの活動

をしていたという。なかでも土井恒喜先輩は、昭和５年の記念祭歌の作歌選曲をしていた

し（『青年寄宿舎五十年史』）、「都ぞ弥生」などとともに最もよく唱われていた「蒼空高く

●生年月日／昭和8年(1933年)8月15日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)9月―32年(1957年)3月

●学部学科／文学部史学科 ●出身地／東京都豊島区

青年寄宿舎のオルガン

田 端 宏



翔らんと」（昭和２年恵廸寮寮歌）の作歌もしていて「強い眼鏡をかけた……多感な詩人」

（『青年寄宿舎八十年記念誌』）と紹介される人であった。記念祭歌のメロディーを調べたい

と思ったがなすすべがなかった（きっとオルガンが使われたと思うが）。

80周年の祝賀会（ジュースで乾杯する青年寄宿舎流であった）の折に皆で新築の寄宿舎

へいって見た時、オルガンは見あたらなかった。閉舎残念の一断面である。

１．学生時代

青年寄宿舎の副舎長を仰せつかっていた時のこと、国税局（だったと思う）から一通の

封書が届いた。開けてみると「青年寄宿舎は国有地の上に建っている。今までまったく地

代を払っていないので、これから払ってもらう」という主旨のことが書いてあった。これ

は学生の問題ではない、理事長にお願いすることである、と思い理事長の北大第二外科奥

田義正教授のお部屋に、平巌先生につれられてお伺いした。引き取って頂けるものとの期

待に反し「人生は何事もErfahrung（経験）である。君行って来給え」「はい」ということ

で、国税局に出頭した。「国有地をタダで使っているので、これからは地代を払ってもらう」

「はあー、そうですか……どうすればいいんですか？」「まず契約を結んでもらう」内心〝理

事長とだな"と思いつつ「誰とですか？」「寄宿舎の代表である君とだ」「⁉（とんでもな

い）代表といっても期間は半年（だったかな）です。学生一人一人と契約すべきではない

でしょうか？」「４年間居るのか？」「それは学生によりさまざまです。６年間居る者もあ

り、３ヵ月で出て行く者もあります。」「……（そんな学生一人一人を相手にしていられな

い。と思ったのではないか？）」ということでこの問題はウヤムヤになった。

奥田先生からは外科学を学んだが、それにも増して尊い実地経験の機会を与えて頂いた

ことを、その後も折に触れ思い出したことである。

２．理事長を仰せつかって

若松先生から「第４代の理事長をたのむ」とのお言葉をいただき、「とてもその任ではあ

りません」と再三固辞申し上げたが、若松先生の熱心なお勧めで、お引き受けすることと

なった。奥田義正先生のご尽力で、すでに土地も青年寄宿舎の所有となり、新しい鉄筋３

階建の建物ができていた（ということは卒業以来青年寄宿舎には全く目を向けていなかっ

たということでもある）。お引き受けしてまずしなければならなかったのが、監督官庁であ

る北海道教育委員会、それに法務局への書類提出である。しかしその書類の書き方が全く

分からず、困惑の末、元北大教育学部事務長の寺川信也さんを拝み倒して手続きをお願い

青年寄宿舎

加 藤 正 道

●生年月日／昭和8年(1933年)2月11日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)9月―32年(1957年)10月

●学部学科／医学部医学科 ●出身地／埼玉県



し、なんとか形だけは整えた。以来私の在任中は寺川さんに大変お世話になった。一方理

事長として寄宿舎を訪れ学生と接してみると時代の流れで青年寄宿舎を希望する学部学生

は非常に少なく、大学院生も入れてなんとか舎生の生活を維持し、さらには中国などから

の留学生も入れなければ部屋が埋まらないという状況になっていた。青年寄宿舎を存続さ

せるべきか、それとも廃止すべきかの議論がおきかけていた頃、第５代の理事長を黒嶋振

重郎先生にお願いして役を解いていただいた。

昭和32年２月 左から森山竜太郎、１人おいて奥田利恒、加藤正道、蔀明



澄んだ眼をしていたＨ君は今も『ジャン・クリストフ』を愛読しているだろうか。

この原稿を書いている私の背後の本棚に十数冊の古ぼけた本がある。日焼けした背表紙

の書名は定かには読み取れない。粗悪な紙質のページも茶褐色と化している。これらの本

は白水社刊「仏蘭西古典文庫」シリーズの『モンテーニュ随想録』と『パスカル瞑想録』

そして同じくパスカルとアランのいくつかの作品である。これらは、1954（昭和29）年頃、

青年寄宿舎の薄暗い寝室の片隅の、リンゴ箱を重ねて作った本棚の中に納まっていたもの

である。

木枯らしが吹くある夜、キャンパスの散歩から帰ったＨ君が黒いマントを羽織ったまま

部屋に入ってきて、本棚を見せてくれと言う。彼は本棚を暫く眺めてから「こんな本を読

んでいるようでは駄目だ」と呟いた。年上の持ち主は、その傍で返す言葉もなく佇んでい

た。今にして思えば、若者らしくロマン・ロランに心酔していたＨ君が、大人の読み物と

もいうべきモラリストを愛読している、ねびた青年に侮蔑の感情を抱いたのは無理もない。

当時それらの著作の真価を十分理解しているとは言えなかった持ち主も今では70歳を

越えた。そして、モンテーニュの老年の生き方を説く文章に出会える喜びを味わっている。

1956（昭和31）年秋

ハイキング 小別沢トンネルにて

1956（昭和31）年秋 ハイキング 小別沢トンネルの上

札幌医大附属看護学校生と共に

後列左から５人目鶴田、奥田、加藤、蠣崎

前列左から田端、麻生、１人おいて蠣崎敏子、土井、小島

青春読書回想

佐 藤 茂 行

●生年月日／昭和6年(1931年)11月12日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)9月―32年(1957年)10月

●学部学科／経済学部 ●出身地 北海道



教養２年の後期から約２年間青年寄宿舎のお世話になりました。医学部の牧田、新井、

安孫子さんや畜産の平山君と同じ部屋でした。私は土佐高からはるばる北大にやってきた

のでした。始めは下宿生活をしてたのですが、一時期を寮で過ごすことができてよかった

です。当時は医学部の学生が多く、みな大変まじめに勉強されてました。同室の３人も後

に皆医学部教授になられたのです。私は専門課程で農芸化学を選んだのですが、高校で化

学を選択してなかったので学業に大変不安でした。その上教養課程ではロマン・ロラン研

究会を文学部の上級生達とつくり、毎週ロランの読書会に打ちこんでいました。丁度母親

が亡くなった後で、精神的にも不安定でした。その時に理学部の博士課程を出て高知大助

教授になられた及川郁子先生と先生のお母様と知り合えました。先生のお母様は青年寄宿

舎と反対側の植物園の近くに住まわれてたので、毎晩のように遊びに行って話し相手に

なっていただきました。娘が私と逆で札幌から高知に行かれているので、私を自分の子供

のように思って面倒をみてくれました。

何とか卒業までこぎつけたものの専門の方の自信がなく、主任の中村幸彦先生や父と相

談して家に近い京大の修士課程を受験しました。それから２年間京大で勉強しました。北

大卒業時に農芸化学の友人達が６級職で１番から３番に合格したのを聞いてました。北大

当時の私には全く試験を受ける自信がなかったのですが、修士を出て民間の会社に行くよ

りは公務員の研究者が自分にあっていると考え、何とか６級職に合格できました。そして

定年まで農水省畜産試験場に勤務し、微量要素研究室長として筑波で職を終えました。農

水省で１回も転勤しないで同じ研究室に定年まで居座り、米コーネル大、豪研究所と２回

留学し、北大（学士）、京大（修士）、東北大（農学博士）と３国立大学のお世話になった

ことは珍しいかも知れません。定年後私立の大学院教授を４年間勤めましたが、富士山地

下水中の高バナジウム含量についての謎解き論文を最後に退職し年金生活に入りました。

最近インターネットで及川先生がカナダに居られることを知りました。電話で昔のままの

なつかしい先生とお話しできました。先生は札幌のライラックの花と重なって私の憧れで

した。先生の健在が私のこれまでの勉強・研究時代を祝福してくれたと感じました。

及川先生と青年寄宿舎

浜 田 龍 夫

●生年月日／昭和10年(1935年)3月16日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)10月―31年(1956年)9月

●学部学科／農学部農芸化学科 ●出身地／高知県



昭和27年３月、青函連絡船に乗って、寥々たる北の大地に渡ってきた。私にとっては、

第二の人生の始まりであり、豊かな大地が何か人生に希望を与えるようであった。札幌の

街並みはどこか、少年時代を過ごしたハルビンの街を彷彿とさせるものがあった。

私が青年寄宿舎にお世話になったのは、昭和29年10月から32年４月までの２年半であ

る。宮部金吾先生にお目にかかってご指導を賜る機会はすでになかった。しかし、寄宿舎

の月次会や記念祭でOBの奥田義正先生や亀井専次先生のご高説をお聞きする機会があ

り、舎生としての誇りを感じたものであった。

昭和55年の春に、新築された青年寄宿舎をはじめて訪ねてみたが、古い煤けた木造の旧

舎とは隔世の感があった。舎生は快適な生活を送っているように思えた。

平成11年４月初旬、牧田章先生（理事）と奇しくもお会いすることとなった。数日後に

は牧田先生から理事長の黒嶋振重郎先生を紹介され、青年寄宿舎の現況について懇談した。

寄宿舎を出て以来、実に42年振りの再会であった。早速、黒嶋先生から理事への就任を要

請され、在札の理事の一人として、黒嶋理事長の的確なご指導を受けながら寄宿舎の運営

をお手伝いすることとなった。

更に、平成14年春には、理事長を引き受けてほしいとの要請があった。その器量はない

と幾度も辞退申しあげたが、黒嶋先生の辞意は強固であった。それではと、私は幾人かの

先輩理事を推挙したが辞退された。かくして、由緒ある青年寄宿舎の理事長に就任するこ

ととなり、大変光栄であると共に責任が重大であることを肝に銘じた。先ず青年寄宿舎の

現況を把握するため、寄宿舎を度々訪ねた。舎内は雑然としており、無機質の感を強くた

だよわせていた。

その年６月、大先輩の皆様に理事長就任の挨拶状を差し上げたところ、15日には、三宅

勝先生から書状を頂戴した。「…伝統のある青年寄宿舎が新しい時代に何か役に立つような

役割が果たせると、地下の宮部先生も御喜びになるのではないかと…、宮部先生の教えを

守れないような青年寄宿舎では、存在の意味が無い…。」と認めてあった。19日には、望月

政司先生から「青年寄宿舎に宮部先生のビジョンが脈々と流れているのならばともかく、

その存在意義も教育的価値も奈辺にあるのか分からない状態では、理事長就任を喜んであ

げたらよいか、思案しております。」との書状を戴いた。私は、大先輩ほど宮部先生への畏

敬の念が強く、寄宿舎の現状や存続の意義に強い疑念を抱かれていることを知り、愕然と

した。

平成15年12月から16年１月にかけ、百周年記念事業の時の寄附者を含む住所判明OB

を対象に、「青年寄宿舎の現況」（資料）を提供し、「青年寄宿舎の今後に関するアンケート」

最後の理事長……有終の美を飾る？？

奥 田 利 恒

●生年月日／昭和7年(1932年)12月9日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)―32年(1957年)4月

●学部学科／教育学部教育学科 ●出身地／新潟県（新発田高校併設中学、三重・松阪北高）



を実施した。50名から回答が寄せられたが「廃止の方向」が圧倒的多数であった。

その間、12月27日には、元理事長の加藤正道先生から、「14、５年前から留学生の入舎

を認めていた。青年寄宿舎の方針、理念など理解されなくなっていた。医学部の元事務の

方に実務を助けてもらっていた。」と知らされた。このように十数年前からすでに、青年寄

宿舎の設立理念は棚上げされており、かつ入舎生は底を払っていた。この事実を直視して、

「栄光ある撤退」の途を選び、107年の歴史の幕を閉じることとしたのである。

財団法人青年寄宿舎は、平成17年３月31日付けで解散することとし、北海道教育委員

会から許可された。平成17年11月３日の記念日に舎生OBの思いをかなえる記念事業を

実施することとした。記念事業実行委員会は50歳代の理事及び評議員を主体に組織した。

実行委員は皆情熱をもって精力的に準備に取り組んでくださっており感謝している。最後

に、黒嶋先生はじめ諸先輩のご指導ご助言に対し深く感謝申し上げたい。

昭和31（1956）年11月 記念祭絵画コンクール入賞者。左から奥田利恒、田端宏、土井敦、鶴田忠孝



明治31（1898）年11月３日に北大の寮として創設された㈶青年寄宿舎が、「在舎中禁酒

禁煙」の舎是のもとに106年に亘り900名近くの有為の青年を世に送り出し平成17（2005）

年３月をもって解散するにあたり、寄宿した昭和29年頃の古き良き時代を思い出し、思い

出を作ってくれた青年寄宿舎に心から感謝して、一文を寄する。

あれから50年、わずかな期間ではあったが今評議員として、学生時代にお世話になった

事に何かお返しが出来ないかとお手伝いしたが、時代の流れには勝てず、舎生の不足が続

き、長い歴史とすばらしい伝統ある寄宿舎の解散を手伝う結果となり慚愧に耐えない。

入学したのは50年前、街頭TVで力道山の健闘をたたえ、洗濯機・掃除機・冷蔵庫はな

く、北大の構内のローンが野菜畑から芝生に戻り、掛け持ちの予備校から遅れてくる先生

もいた。休講の時はゲルピンの数人が連れ立って植物園でダベリ、寮歌を覚えた。

当時私は、我が家では３人目の大学生で有り、自分で生活するからと言い入学した手前

仕送りは限られていた。仕送りの中から青年寄宿舎の舎費を納めれば朝晩の食事は確保で

きるが、生活費としてのお金はいくらでも欲しい時であり、バイトの記憶が多い。まず初

めに家庭教師をした。未だ大規模な受験指導塾はなく、青年寄宿舎の家庭教師は評判が良

く、先輩から近隣の家教を回される。夕食付きの家教では家庭料理にありつける。毎日２

口こなして親に仕送りしている人もいた。高校３年の受験組の家教は新入りに回される事

が多い。１年で終わり年末にすぐ結果が出るからである。去年の自分を思い出して、心配

な親を励ましながら頑張り、幸い私の担当した人は全て合格した。出来ない子供の親ほど

喜びは大きく、豪華なお祝いを頂いたり、ごちそうを相伴したり‼

さて当時の寄宿舎に話を戻そう。明治からの風雪に耐えた古い平屋とはいえ、裸電球一

つで暖房のない寒い寝室やポッチャン便所の自分の富良野の実家とそう変わらず、入学し

た年の９月の洞爺丸台風にびくともしなかったことは、明治の風格と頑張りを思わせる。

厳格に思われる舎是とは裏腹に舎内での行動や先輩との関係も誠に自由で、いろいろな

人といろんな事を朝近くまで話し込んだものである。舎生諸氏は個性の固まりのような人

ばかりで、話も多彩で、砂漠と言われる教養部の時代も潤いのある生活となった。冬の押

入上段の寝床の生活はその後の狭い社宅生活でも役に立った。冬の朝、小母さんの部屋の

ストーブを囲んで麦飯丼飯、湯気の立つみそ汁を掻き込む朝飯の旨かったこと。24時過ぎ

ると残った夕食は部屋のストーブで実家から持ってきたバターと卵で雑炊になる。函館の

人のイカの一夜干しを味噌に漬けておいて焼く。良い香りで人の輪が広がる。

この頃は経済的なことだけで入舎する人が多く、禁酒禁煙は舎内では心がけたが外では

守れない人もあり、私も鉱山工学科移行時に下宿に移った。

●生年月日／昭和10年(1935年)7月3日 ●在舎期間／昭和29年(1954年)4月―30年(1955年)9月、昭和32

年(1957年)12月―33年(1958年)3月 ●学部学科／工学部鉱山工学科 ●出身地／富良野市

青年寄宿舎の思い出

藤 井 農夫也



卒業直前にもお世話になった寄宿舎では、定期的な部屋替えでまず太田丞一さん、そし

て佐藤章さん、田端宏さんなど色々な人と相部屋し、色々な人生や異なる学問や考え方を

知り、車の少ない社会であるが角帽をパスポート代わりにして、休みには連れ立って定山

渓、空沼、手稲、洞爺、羊蹄、ニセコ等に旅して青春の一時を送り、50年経た今評議員と

して働ける苦楽を共にした良き友人を得る心豊かな生活の場として思い出が多い。

昭和31（1956）年５月 藻岩山山頂

左端・麻生徹、５人目・本橋幹久、右端・田端宏

前列左端・麻生徹、右端・小島義夫



入舎したのは、ようやく入学出来た年の秋、10月でした。漠然とした寮生活への憧れと、

主としては経済的な理由からでした。

同じ富良野高校の同期で現在函館市在住の熱心なキリスト者である入居者の沢田光氏の

紹介でした。広大な敷地とかなり古い木造で、広い食堂があり、時々そのテーブルで卓球

をして遊んだりしました。夏は２人部屋でしたが、冬は燃料節約のため、４人部屋になり

それぞれが個性的でいろいろな行動や話をして懐かしく思い出されます。いつも雑然とは

していましたが、特に冬はひどく、布団も敷きっぱなしの状態で、一度その時期に父が訪

ねてきて、函館の師範学校で寮生活を経験した彼もあきれはてたような状態でした。舎生

は１年目から大学院生まで各部各科の人達の多士済々で、出身地も道外の人達も多数居て

いろいろ教えられる事が有りました。

皆での手稲山登山が特に思いだされます。又、舎生10人程で成人学校の社交ダンスを１

週間習いに行き、各大学生主催のダンスパーティーに参加して大いに青春を謳歌しました。

寮母の蠣崎の小母さんは毎日、大きな籠を背負って歩いて市場へ通い少しでも皆に安く

て良い物を食べさせようと苦労されていました。感謝! 冬の夜にバイトで遅くなった時

には、棚に入れてあった冷えたご飯に醤油をたらしただけのチャーハンも結構美味しく食

べました。

１年ほど会計係をやりまして卒業生にネクタイのお祝いを出来た時もありました。１

～２名の人の舎費滞納に悩まされて、委員皆で交渉に当たったりもしました。

さすがに、舎内では禁酒禁煙でしたが、近くの食堂ではおでんを食べながらキリストの

血だと称してワインを嗜んだりもしました。

学科の堂腰教授のお宅がすぐ近くに有り、知らずにいたので、後年その時の話になりあ

の頃はずいぶんと賑やかだったねとおっしゃられ、やんちゃだった学生時代を思い出し赤

面したりもしました。

丁度、２年間お世話になりましたが、学部移行後の３年目の時にそろそろ自我が強くな

り（我が儘になった）、窮屈になって、家教のバイトなどでの収入も有るようになり、寄宿

舎を出て下宿にかわりました。

今年は古希を迎える年になり、思い出も薄れて来ましたが、青春時代の思い出の一齣と

して、時々懐かしんでいます。

我が青春時代の青年寄宿舎

佐 藤 孟

●生年月日／昭和10年(1935年)7月7日 ●在舎期間／昭和31年(1956年)10月―33年(1958年)10月

●学部学科／農学部農業工学科 ●出身地 富良野市（富良野高校）



謳歌を広辞苑で引くと「声をそろえてほめたたえること」と書いてある。消え去ってゆ

く我等の青春の館・青年寄宿舎に感謝の意を込めて謳歌を捧げる。

北大理類に合格して初めて津軽海峡を渡ったものの住所は未定のままだった。取り敢え

ず恵迪寮に仮住いをしている時に高校の先輩で獣医学部におられた小島さん（現静岡大学

名誉教授）のお誘いで青年寄宿舎の門を叩いた。副舎長だった蔀さんが玄関わきの部屋か

ら出てこられて簡単

な面接をしたあと、

舎訓である禁酒禁煙

を守ること、規律あ

る共同生活をするこ

と、など２、３の注

意事項の説明をうけ

たあと無事に入舎を

許された。当時の青

年寄宿舎は下図のよ

うだったと記憶して

いる（なにぶんにも

45年も前のことだ

から記憶違いがある

かも？）。春夏は２人

部屋であるが秋冬の

暖房が必要になると

１号室から６号室ま

でが一部屋４人の居

住区となり７号室か

ら12号室までが暖

房のない寝室となっ

た。新入生の私は１

号室で土井匡さんと

同室となった。土井

さんは確か京都の舞
昭和33（1958）年２月 卒業祝賀会

後列左から４人目・本橋幹久、前列左・藤井農夫也、左から３人目・蔀明

昭和34（1959）年秋 手稲山頂にて

後列左から３人目 蠣崎広信

●生年月日／昭和12年(1937年)11月13日 ●在舎期間／昭和32年(1957年)4月―36年(1961年)3月

●学部学科／農学部農芸化学科 ●出身地／新潟県

青年寄宿舎謳歌

鈴 木 勝



鶴出身で身長が190cm近くの巨漢であったが非常に優しい方で本当にお世話になった。

寄宿舎生活ではいろんなことがあった。11月３日の創立記念祭での絵画コンテストや寸

劇、夜の12時過ぎの「ゴンタ」争い、運良くゴンタを獲得した時のチャーハン作り、近く

の国鉄看護学生寮のお嬢さん達を誘っての手稲山登山、舎生同志の親睦ソフトボール大会、

卒業生の追い出しコンパ、など寄宿舎での４年間は私にとってまさに青春そのものだった。

意義ある４年間を与えてくれた青年寄宿舎にあらためて心からの感謝の意を表したい。最

後に入舎のお世話をして下さった小島義夫氏、同室になってお世話になった土井匡、森山

竜太郎、本橋幹久、岩合清美、

佐伯雄二、森本悌治らの諸氏、

同期入舎生の細岡敏夫、長内戦

治、古東宣勝らの諸氏に心から

の感謝をしつつ筆を置くことと

する。

昭和34年（1958年）11月３日 記念祭

前列左端・森山竜太郎、左から４人目・逢坂信 、１人おいて亀井専次、三角亨

有り
★注意★
作字



青年寄宿舎周辺は大きく変わり昔の面影はないが、ただ、北大植物園だけは昔のままの

雰囲気を呈し懐かしい。1957（昭和32）年北大理類に入り、札幌での下宿生活が始まった。

下宿生活は静かなわりに友達も少なく単純な生活が続いたので、「何としても寮生活を」と

思い同郷の細岡君に頼んでいた。10月頃青年寄宿舎に「空き」がでそうとのこと。早速入

舎をお願い、副舎長の面接をクリアし、無事入舎することができた。以後、卒業までの３

年５ヵ月間と永きにわたりお世話になり、充実した大学生活を送ることができた。

寮の食事は質素で、時折、姉が札幌に出張の際、お袋の作ってくれた「おはぎ」を重箱

に入れて持ってきてくれた。めったに訪問者のいない寮のこと、すぐさま皆の知れるとこ

ろとなり、皆集まっての試食会となった。正月に帰ったときなど「あんな汚い所に住んで、

よく病気もしないね」と冷やかされた。確かに寮は汚かったが、皆体が丈夫なのか病気し

た人はいなかった。夜中、腹をすかして、懐を心配しながら電車通りのラーメンをすすっ

たことを思い出す。

４年目のとき、副舎長に選ばれ、数名の委員と寄宿舎の運営にあたることになった。運

営にあたって、寮費の滞納は大きな問題で、滞納舎生への催促、さらにひどい舎生には親

元に手紙を書いて収めてくれるようお願いをした。11月の３日の創立記念日には在札の先

輩諸氏を招いての夕食会を開催、大きな行事を終えることができた。

当時の寮生としては、工学部鉱山科の細岡敏夫さん、水産学部製造科の古東宣勝さん、

獣医学部の岩合清美さん、農学部農芸化学科の鈴木勝さん、医学部の蛎崎広信さんがいた。

工学部土木工学科関係では同期の島田輝敏さん、一期後輩の上岡撤暁さん、小谷一之さん、

三期後輩の伊豆倉紀正さんがいた。同窓会などで青年寄宿舎の話となり「長内さんの面接

を受けました」と懐かしく話しかけてくる。寮にはいろんな学部の人がおり、いろいろな

先輩諸氏からの学業や、趣味の話等幅広いこと教わり有意義な４年間を過ごした。40年

経った今も当時のことを懐かしく思い出す。

●生年月日／昭和14年(1939年)1月1日 ●在舎期間／昭和32年(1957年)11月―36年(1961)3月

●学部学科／工学部土木工学科 ●出身地／旭川市

青年寄宿舎の思い出

長 内 戦 治



私の入舎当時の青年寄宿舎は古い木造の平屋建てで、玄関の左手に副舎長室があり、西

側には電車通りに面して食堂が続き、奥には台所や賄の小母さんの居室がありました。一

方右手には廊下に面して両側に舎生の居室が続き、突当りがトイレになっていました。

また寄宿舎の裏手にテニスコートがあり、一方表側には路を挟んで住宅がありました。

一度私は表側でキャッチボールをしたとき、球が外れて住宅のガラスを割り、詫びに行く

と若くて美しい堂腰教授の奥様から、「弁償はしなくてもよいから、危ないのでキャッチ

ボールはしないでね」と言われました。

当時寄宿生は20人余りで、夏は二人一室を割振られ、私は森山さんと同室になったこと

があります。森山さんは医学生でしたが、人望は人を招くということで、副舎長の芳谷さ

ん、ラグビー部の島田陽さん、関西出身の木下さんなどがダベリンを楽しみによく来てい

ました。一方冬は四人で廊下を挟んだ二室を共有し、一室を勉強室に他の一室を寝室に当

てていました。一つの石炭ストーブを囲むうちに話が弾み、寝室に行くのが深夜になるこ

ともありました。今でも当時のことが走馬灯のように頭の中をよぎることがあります。

確かオブラートの特許で財を成し、アラビヤ太郎の異名を持つ先輩の山下氏が、後年青

年寄宿舎を訪れ、柱を撫でながら「ああ懐かしい」と言ったということです。あの何とも

形容し難い気持は、当事者でなければ理解できないと思われます。

舎則の禁酒については、在舎中は守っていましたが、社会人になってからは押切ること

に抵抗があり、或る程度酒を楽しんで来ました。しかし習慣化しないように自制していま

す。一方禁煙については現在も守っていますが、喫煙の魔力から逃れられなくて苦しんで

いる人を見るにつけ、自然に禁煙を体得できる環境に置かれたことに感謝しています。

世の中や人々の価値観が変り、青年寄宿舎が廃されることは、先人の奉仕や私達が受け

た恩恵を考えると誠に残念です。

私と青年寄宿舎

島 田 輝 敏

●生年月日／昭和10年(1935年)7月18日 ●在舎期間／昭和33年(1958年)5月―36年(1961年)3月

●学部学科／工学部土木工学科 ●出身地／深川市(北海道深川西高等学校)



過去65年に亘るアルバムの中から寄宿舎での思い出深いもののうち、なるべく大勢の人

の写っているものを一枚剥がして同封します。

背景の建物は現在古河記念講堂として保存されている旧教養部事務棟。この日は

1959（昭和34）年11月３日。大学生協から瓶入り牛乳を木箱に入れてクラーク像の横の中

央ローンに運んできて、アンパン（？）を食べながら談笑中のものです。ご注目は前列の

皆さん鬼沢さん、木村さん、上岡さん、両島田さん、長内さんがゴム長靴を履いている事。

当時の標準的な履物なのだ。島田陽さんはビシッと学生帽を被っております。この時は、

皆んなで冬仕度のために石炭を物置に納め、ストーブ・煙突をセットして一段落したとこ

ろでしょうか。写真後方の理学部横の広場の楡の木も葉を落し、牛乳箱の辺りに落葉が舞っ

ておりますし、古河記念講堂のブリキの煙突も新品に変って冬将軍の到来はいつでもOK

という風情。晩秋のこの頃は何となく、落ちつきがなくうら寂しい感じがして、私は北海

道の移ろい行く季節の中で、好きな時期の一つです。

この中央ローンでは昼休みに寮歌の指導を受けたり、全学連の反安保条約のアジを聞い

たりしましたが、その安保闘争のデモ隊の中央警察署をとり囲んでの大声が植物園を通り

越して、一食壱百円の夕食をとっていた食堂にまで聞こえて来たのが今でも耳に残ってい

北大中央ローン

●生年月日／昭和15年(1940年)1月16日 ●在舎期間／昭和33年(1958年)11月―37年(1962年)3月

●学部学科／工学部衛生工学科 ●出身地／釧路市

同じ釜の飯を食った皆さん

坂 尻 光 禧



ます。その他、手元にある写真三枚のお話を。六畳一間に四人分の机を押し込み、真中の

石炭ストーブを囲んで肉ナベをつっ突いている写真。（寝室は廊下の向いの畳の床に三人、

残りの一人は一ヵ月交代で押入れに）。この寝室と洗面所の角の外壁は両側の屋根から雪が

落ちて来て積り、窓ガラスが割れそうなので除雪をしている写真。賄いの後藤さんの長男

（一弘さん＝朝日新聞）も同行してのハイキングの写真。是も全員ゴム長靴!

最後に写真の人々を左側から敬称略で。鬼沢・木村・上岡・中村・島田輝・岡沢・小谷・

木下・小田・島田陽・山口・宮内・岩合・坂尻・鈴木・長内・森山・細岡以上18人。不在

が本橋・芳谷・蠣崎・佐伯・森本・岡崎の６人。撮影者はこの６人のうちの１人でしょう。

この中で最近お会いしたのは木村（北海道熱供給）・上岡（王子不動産）の二氏だけ。そ

の他の皆様方はきっとご健壮でお仕事にボランティアにと大いに励んでおられることでご

ざいましょう。皆様ご達者で。

郭公の声で目覚める初夏。その札幌で私の青春は始まった。何気なく入舎した青年寄宿

舎（兄貴の紹介だったが）。初めての同室者は山口さんだった。長内さんが隣の住人だった。

〝この部屋の人はよく勉強すっなー!"こう言いながら時たま、顔を覗かせた。その通り山

口さんと私はよく勉強した。こんなに勉強しても良いのかなと内心思いながら、引きずら

れて勉強した。

その山口さんと幼い頃のことを話した。山口さんの出身地の納内村と私の疎開先であっ

た福井県三方町の話をした。これが初めての会話だったと記憶する。山口さんは映画も好

きだった。あの頃アラン・ドロンの〝太陽がいっぱい"が上映されていて、それに夢中だっ

た。また時期はずれるかも知れないが、藤村の詩も読んでいた。少し時をおいて、私も物

理に熱中し、佐藤春夫の詩を愛唱した。要するに遅がけの青春をしていたのである。

11月３日は舎の記念祭である。その時初めて青年寄宿舎が由緒ある寮であることを認識

した。逢坂信 さんのお話をお聞きし、宮部金吾先生のこと、新渡戸稲造、内村鑑三のこ

とを身近に感じた。それを切っ掛けにこれらの人達の著書を愛読した。舎祭の頃には部屋

の入れ替えも終わり新しい住人との生活が始まっていた。坂尻さん、上岡さん、小此木さ

ん達である。翌年の春からは木村さんと同室であった。木村さんは国家公務員上級職を目

指されていた。独特の論理を展開する人で、野に人ありという印象だった。その年、翌々

年と新に新入舎生も加わり、舎での交友も広がった。先輩の宮内さん、同級生の吉田烈君、

吉川君、木村君、青木君、長谷川君等々、後輩では片岡君、海保君、和田君、藤岡君、中

●生年月日／昭和16年(1941年)4月7日 ●在舎期間／昭和35年(1960年)―39年(1964年)

●学部学科／工学部応用化学科 ●出身地／京都府

思い出

土 井 晴 夫



橋君、青木君、神津君、松本君、加藤君等々の人達の名前が浮かんでくる。他に先輩の鈴

木さん、岩合さん、小谷さん、中村さん、藤田さん等々、皆さんとの交流が懐かしく思い

出される。

佐藤春夫が、〝都大路を歩きつつ、恋しきやなぞ我が故郷"と歌った南国の故郷を、自分

になぞらえた札幌での生活を思い起こす。皆さんはその後それぞれの人生を、どのように

歩まれたのであろうか。今に繫がる青年寄宿舎での生活を感謝の気持ちで思い出す。

つい数年前までは、過去を振り返ることもなく、ただ仕事一筋と家族のあれこれに追わ

れて走り続けてきた。学生時代のことも青年寄宿舎での生活も、霧の中に霞む遠い存在に

なっていた。

ところが、還暦を迎え、定年退職者が出始める前後から、大学や高校の同期生が集まる

機会がめっきり増えた。誰それの退職慰労会、来道者の歓迎会など理由はさまざまだが、

要は、仕事を離れてみると、やはり学生時代の気の置けない仲間が懐かしい、という心境

からだろう。

そんな席で、互いに行き来した下宿や寮のことも話題にのぼり、「お前の居たあのボロ寮

はどうなった」などと問われることもあった。二年前、長い転勤生活から札幌に戻ったが、

北大植物園の北側にそれらしき建物は見当たらない。だから、「とうの昔に無くなったはず

だ」と答えたものだ。

その青年寄宿舎が実は存続し、今春、閉舎したという知らせがあった時、驚きと懐かし

さがこみ上げ、当時の様子が断片的ながら霧が晴れるように蘇ってきた。

鬱そうとした楡の大木に覆われ、まるで屯田兵屋のような古い木造の建物。畳敷きの二

人部屋に置かれたルンペンストーブ。食堂の大きなテーブルやベンチ、バイトから帰って

冷めたどんぶりご飯を取り出す食器棚。「あいつにも彼女ができたらしい」などと話題を提

供した玄関上がり口の状差し…。

新入りのころは、先輩に命じられ合ハイ（合同ハイキング）相手捜しに女子大や専門学

校巡りをしたし、満月の夜、植物園の塀を乗り越え、園内散歩と洒落込んだのはいいが、

放し飼いの大犬（南極越冬隊のタローかジローとか）に追われ、ほうほうの体で逃げ帰っ

たこともあった。

上級生になって、ゼミの後輩と一緒に食堂脇の狭い部屋にこもり、徹夜で東北・北海道

ゼミナール大会の研究発表文作りをしたのも思い出深い。

●生年月日／昭和17年(1942年)４月24日 ●在舎期間／昭和36年(1961年)4月―40年(1965年)3月

●学部学科／経済学部経済学科 ●出身地／苫小牧市

人生航路の出発港だった

中 橋 正 憲



改めて、青年寄宿舎とは何だったのかを自問してみると、単に貧乏学生の寝食の場だっ

ただけではない。大学に残るのを諦め北海道新聞社を受験、三十数年間の新聞記者生活を

送ることになったのも、いまの女房と付き合い始めたのも、ここが出発点だった。

その意味で、青年寄宿舎はその後の人生を決めた場所であり、長い航海に旅立つ出発港

だったのだと、つくづく思う。

昭和44年 修士課程修了

現職 ㈱加藤家具店社長

私の人生の節は家族を除いて大別すると、中高・北大・青年寄宿舎・馬術部・自企業・

地元経済人となろうと思います。もまれて磨かれ今も脈々と続いている素地であります。

青年寄宿舎に在舎したのは二年間でありましたが、正にかけがえのない年月であります。

初めての外での生活、出身地は日本全国、年令も学部学科も違い、話がかみ合ったり合わ

なかったりするなど何もかもカルチャーショックでありました。

入舎は昭和38年４月東京オリンピックの前年で日本がまだ質素で美しい時代でありま

した。錠などなくとも生活できるという、今思えば貧しいとも言える生活で舎費は月3000

円で２食付き、クラーク会館の学生食堂のソバが18円、27円のＡ定食には朝一番に行くと

昨日の残りのオカズがついていたし、レジカウンタでは自販機ではなく生協の女性が１円

玉をやりとりしていたなんて、何んとも時が変ってしまい、コンビニ・ケイタイ・インター

ネットという時代に青年寄宿舎の存続を願うなどということは時代錯誤であるのは重々承

知しつつも、淋しさのみであります。

去りては再び帰らざる若き日の思い出をつめた青年寄宿舎に感謝し、もはや思い出とし

か残らない舎に万感の思いを込めるものであります。

青年寄宿舎よありがとう。

●生年月日／昭和19年(1944年)8月17日 ●在舎期間／昭和38年(1963年)4月―40年(1965年)3月

●学部学科／工学部衛生工学科 ●出身地／帯広市

青年寄宿舎への思い

加 藤 正 昭



北の大地に夢がある、二度とない青春だからゼロから学んでみよう。北大しか受験せず

に何のつても無い札幌に出発。恵迪寮の選に洩れて、偶然目に入ったのが独立教会青年寄

宿舎の寮生募集である。

振り返ってみてこれまでの人生で最高の時代が北大の４年間で、それをひときわ輝かせ

ているのが寄宿舎であったといえる。

まあここまでは、舎生の多くが思い起こすことで、自分なりには東京の普通の高校生と

してはよくやったという選択もこの寄宿舎では普通のことである。

宮部先生が敬虔なクリスチャンでありながら、禁酒禁煙以外特段の舎則を設けず、舎生

を信頼して自由に運営を任せたことに、驚きと感謝をしている。

この自由という重さに生涯思いをめぐらすことになる。

クラーク先生は「校則はいらない、『ビー・ジェントルマン』これだけでいい」と述べた

ことを思い起こす。私の高校麻布学園は自由な校風を実感していたが、多くの学校が掲げ

る自由な校風とはいささか異なる。創立者からほとんどの期間校長は敬虔なクリスチャン

である。このことを多くの卒業生は知らない。二代目校長は創立者がクラーク先生の教え

を受けたものならと、招いたもので教頭校長と50年間在職した。このことも今ではほとん

ど語られていない。

妻の故郷遠軽町の郊外に家庭学校という施設があり、テレビドラマにも多く使われるの

でご存知の方も多いと思う。軽い犯罪を起こした若者を収容して更生させるのだが塀も鍵

もない。農作業が日課で小さな礼拝堂がある。時々逃亡を試みる者も、大抵は静かに戻っ

てくる。ここにもキリスト教の自由の寛大さを思う。

そして偶然にもこの学校の設置にわが高校の創立者が名を連ねている。

寄宿舎で学んだ、というより自分で考えさせられた自由と責任とを常に思い出しながら

歩んでいる。私はクリスチャンではないが、宮部先生の思うツボにはまっているのかも知

れないなあ。

私は卒業後ほとんどを麻布十番商店街という所にいて、いい街を作る先頭でがんばって

いる。生来自由で楽天的である。あらためて青年寄宿舎に感謝している。

ありがとう青年寄宿舎

西 本 良 一

●生年月日／昭和20年(1945年)8月10日 ●在舎期間／昭和39年(1964年)4月―43年(1968年)3月

●学部学科／経済学部経済学科 ●出身地／東京都



僕にとっての青年寄宿舎といえば禁煙だ。人にタバコを吸わない理由を説明する時必ず

青年寄宿舎の話をして、キリスト教独立教会派の寮だが宗教は問わない代わりに禁酒禁煙

が舎是であり、禁酒は守れなかったが禁煙は残ったと語る。あの頃を思い出す時だ。卓球

は皆とよくやったスポーツ、その後テニスとなり現在も楽しんでいる。マージャンはイン

スタントラーメンのやり取り程度の授業料で楽しめるレベルまで来られた。

ダンスパーティ・合ハイ・植物園内の野球・ソフトボール・舎祭の裸踊り（僕は見る側）

思い出すと懐かしい日々だった。でも青年寄宿舎生活で僕の受けた最大の恩恵は少ない仕

送りで生活のことを心配せずに北大生活を満喫できたことだ。

その他思い出のキーワードは、２人部屋・４人部屋・きしむ廊下・臭い便所・ピンク電

話・卓球台・雪下ろし・石炭運び・小百合ちゃんの看板・警察の看板・夜の札幌ラーメン・

後藤のおばさんと布施あきらの恋（歌の名前）・カレー・ジンギスカン・蕗の煮物（唯一嫌

いな食べ物）。

あの頃のおばさん・先輩・同輩・後輩に深謝。

十勝の浦幌町で生まれ高校卒業までそこで過ごした私は、月寒の親戚の家から予備校に

通い、１年浪人の後入学しました。

親戚の家ではそのまま月寒から通うように言ってくれましたが、寮生活をしたいと思っ

ていた私は、たまたま青年寄宿舎の存在を知り、行ってみるとかなり古くあまりきれいで

ない所だと思いましたが、入れてもらうことにしました。私の学生生活の始まりです。

持ち込んだのは大き目の机と布団でした。机は４年間使い卒業の時置いてきました。２

年後、茨城県水海道市で机が欲しくなり、地元の家具屋さんに同じ型の机を注文、作って

もらい今も使用しています。昨年、北海道別海町から今の所へ移った時、机が部屋に入ら

ず、処分かと思いましたがしばらくして、上の板を外してみればと思いつき、なんとか成

功、この原稿もその机の上で書いてます。古く傷だらけだけど私の宝物の一つです。

●生年月日／昭和21年(1946年)10月22日 ●在舎期間／昭和40年(1965年)4月―44年(1969年)3月

●学部学科／農学部林学科 ●出身地／東京都

僕の青年寄宿舎

星 野 吉 伯

●生年月日／昭和22年(1947年)2月28日 ●在舎期間／昭和41年(1966年)―45年(1970年)

●学部学科／農学部畜産学科 ●出身地／十勝郡浦幌町

青年寄宿舎と私

加 藤 正 久



布団もいくつか思い出があります。寄宿舎は冬になると四人一組みになり居室と寝室を

別々に使用していたので万年床になり、そのせいか寒くて寝られず、電気毛布を買ったり

苦労しました。

話しは横道にそれましたが、入学して間もなく教養での授業が始まりました。何も知ら

ない私は、寄宿舎の先輩に相談したりして選択科目を決めましたが、その中に哲学もあり

ました。高校の夏休みアルバイトで泊った飯場に大学生がいて、夜その人が彼女のことや

哲学のことを話してくれ、興味を持ったことも影響していたかも知れません。

哲学の授業はおもしろかったです。テキストはB.ダンハムの「現代の神話」、J.P.サル

トルの「実存主義はヒューマニズムである」を使用、途中西洋哲学史を一通り説明すると

いう内容でした。現代の神話の中に、「……だからどうなの」という言葉が出てきて、高校

時代、兄が北大生の友人から何度か聞いた言葉で、ああこれだったんだと思い当り、少し

大学生になった気持になったりしました。私の学生時代の始まりです。

やがて１年半たち教養から学部へ移行、農学部畜産へ進み、45年３月卒業しました。学

生の本分を忘れ未熟なまま卒業したため社会へ出て苦労しました。卒業後は乳業会社で一

人前の乳業技術者たらんと仕事をしてきましたが、58歳現役で未だ達成されたとは思えず

です。……未だ覚めず池塘春草の夢……との現在の心境を短歌にしてみました。

「偶成に・朱熹の歌いし・少年の・老い易く学・成り難しかな」

今日の私があるのは、４年間いろいろな人にお世話になった青年寄宿舎生活があったれ

ばこそと感謝しています。

「入学してから住むところがまだ決まっていないなら、弟が関係している寮があるから、

古いけど行ってみてごらん」と下宿のおばあちゃんに紹介されたのが、青年寄宿舎でした。

後から判りましたが、当時理事をされていた若松不二夫先生がその「弟」さんでした。若

松先生には一度もお会いしませんでしたが、当時の理事長の奥田先生には11月３日の記念

祭の折に一度お会いして、「戦後の土地払い下げの機会に取得しておいてくれれば、今苦労

しなかったのだが……」と、舎の改築にかかわるお話を伺った記憶があります。私の入舎

当時既に築66年の老朽舎屋でしたが、函館大学の一階部分がつぶれた1968年の大地震の

際も、午前中の本震に続いて夜７時頃の余震でも揺り籠のように揺れましたが何の被害も

無く、しっかりした造りだと感心したものです。入舎当時同室になった先輩の望月さんは、

毎夜蒲団を敷く前に必ず掃き掃除をしていました。私もこれに倣って、煤けた舎の中での

●生年月日／昭和22年(1947年)11月30日 ●在舎期間／昭和42年(1967年)4月―46年(1971年)3月

●学部学科／理学部化学第二学科 ●出身地／北海道栗沢町

断想

澤 田 幸 治



４年間を比較的清潔に暮らしたと記憶しています。４月の天皇誕生日と11月の勤労感謝の

日には、毎年必ず畳を運び出して叩き、天日に当てる大掃除を舎生全員でしました。周囲

の住民の方々には埃で迷惑をかけたことでしょうが、舎生が伝統として自主的にやってい

たのは特筆に価することだと思っています。この度、在舎時の同期や後輩の方々と一緒に

閉舎のお手伝いをすることになって寂しさは感じますが、青年寄宿舎が永い間社会の要請

に応えて役割を果たしてきたことを再確認できたことは幸いでした。閉舎の取り組みに心

を砕かれた前・現両理事長はじめ、多くの方々に感謝を申し上げます。

「禁酒禁煙」が唯一の規則である。そんな学生寄宿舎が明治から１世紀もの間、確かに存

在したのです。この舎則の実践の度合いを検証する術はありませんが、その精神は、間違

いなく代々受け継がれてきたと思います。クラーク博士の教えに「欲望をコントロールせ

よ」という言葉があります。これが禁酒禁煙であり、宮部金吾博士はその完全な実行者で

あったとのことです。

歳をとるにつれ最近になって、「禁酒禁煙」はある種の〝道（どう）"なのかも知れない

と思うようになりました。そこには、身勝手な態度を戒め、自らの品格を高め、礼節を尊

左から三角亨、澤田幸治、加藤正久

●生年月日／昭和23年(1948年)4月2日 ●在舎期間／昭和42年(1967年)4月―46年(1971年)3月

●学部学科／工学部土木工学科 ●出身地／北海道深川市

青年寄宿舎を憶う

宮 内 昭 征



ぶような精神の作用を感じるからです。想えば、舎生時代は楽しく、自由奔放に過ごして

いた記憶が殆どですが、舎生の誰もが無意識の内にも、そうした精神を育んでいたのでは

ないでしょうか。

それにつけても、青年寄宿舎は本当に楽しかった。その理由をつくづくと考えてみるに、

まず、青年寄宿舎という大舞台があって、そこに24人の舎生と賄いの寮母さん（と猫１匹

と数不明の鼠）という登場人物が現われ、様々な寸劇が繰り広げられたからでしょう。ま

るで、井上ひさしの小説のようでした。さらに舞台を面白くさせた大きな要素がありまし

た。一つは皆、金がないこと、一つは皆、自由であったことです。特に、後者の〝自由"

こそが、実は青年寄宿舎のもう一つの舎則「宗教を強いないこと」に起因するもので、舎

の風土だったと思います。懐具合は不自由でも、信条は自由でしたし、行動も自由でした。

それが青年寄宿舎たる所以だったのです。

私が在舎したのは創立70周年を迎えた頃で、舎の建物は老朽化が著しく、改築の手当が

最大の懸案事項でありました。奥田義正先生から「舎の先輩OBから醵金を募りたいので

名簿を整理作成してほしい」との指示があり、又、我々舎生ができることは、それぐらい

しかなかったのですが、居所不明の先輩が多く作業はなかなか進みませんでした。しかし、

私もOBとなって数年後、見事に改築が成就し、嬉しい驚きと同時に、奥田先生の青年寄

宿舎に対する愛情に敬服するばかりでした。

今般、舎が解散に至ったのは時代の流れと言えましょう。換言すれば、「禁酒禁煙」と「自

由」の寄宿舎が存立し得たのも、やはり時代だったのだと思います。

最後に、奥田先生と後藤さん（寮母さん）のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

私の人間形成に最も大きな影響を与えた北大時代。其の多くの時間を寄宿舎と柔道部の

仲間と過ごせた事は、私の大きな宝である。其の４年間は、豊かで厳しい自然環境の中で、

様々な試練や困難に直面し、ある時はこれに打ち克ち又挫折し、オンボロながら宮部金吾

先生以下の先人の魂が宿っている様な寄宿舎や其の周りの木々、仲間達と喜びを分かち

合ったり、慰められたりした。「青年寄宿舎」と聞くだけで、我が青春の熱き思い出、体験、

情景全てがテンコ盛り状態で、一瞬の内に蘇って来る。私は東京で育ったが、生来の牧歌

的性格から行くなら北大農学部と、周囲から言われ自らも思い込んで、68年に津軽の海を

渡って来た。都立三鷹高校の同期で、仲良く北大受験で一年前に涙をのんだ金岡、小野、

岩村の三人も一緒で、一時期四人とも寄宿舎に世話になっていた事もあり、その後も生涯

●生年月日／昭和23年(1948年)10月5日 ●在舎期間／昭和43年(1968年)―47年(1972年)

●学部学科／農学部畜産学科 ●出身地／東京都三鷹市

忘れ得ぬ寄宿舎の４年間

中 川 徹



の友として交流を深めて来ている（残念ながら、金岡君は04年11月ガンにより還らぬ人

となった）。青年寄宿舎に入って先ず驚いたのはルンペンストーブ。ブリキ缶のような何の

変哲も無い筒型ストーブに石炭を充塡し、其の上に新聞紙を筒状に丸め、帯状にしてぐる

ぐる巻き締めたものを２、３個置き、最後に新聞紙をくしゃくしゃにして火をつけ、上の

蓋を斜めに𨻶間を作って置くと、凄まじい勢いで空気が煙突に向かって吸い込まれ、石炭

が一気に火の塊と化す。嘗て東京で風呂を沸かす際に新聞紙を敷いた上に木切れを置き、

徐々に火勢を強くして、そっと石炭を乗せ、何度も着火に失敗しながら漸く石炭に火をつ

けるのに人一倍苦労した私は、北国の知恵と装置に、目を点にして感心した事を昨日のよ

うに思い出す。冬の夜長にストーブの上で氷下魚やスルメを焼くと、廊下まで匂いが漏れ、

誰かしら其の匂いを嗅ぎ付けて闖入して来たものである。又、そうした時にいつの間にか

一緒に入り込んで来たのが、当時寄宿舎に居ついていたマメと言う名のオス猫である。私

は犬は好きでも猫は大嫌いであったが、殊このマメは例外であった。ネズミ捕りの名人で、

卓球室（食堂）で食事中に、ネズミを えてきては、おもちゃ代わりに彼方此方放り投げ

たりして遊ぶ困った奴ではあったが、憎めない性格で、舎生には従順な為、厳冬期には常

に誰かに擦り寄っては何処かの部屋に潜り込み、寒さを凌いでいたようである。私が北大

に入学した前後は、所謂全共闘運動の時代で、北大でも69年春の入学式頃から、皆が何ら

かの形でその影響を受けた。主義主張の違いはあっても、寄宿舎の中まで持ち込まないと

言う暗黙の了解があり、青年寄宿舎は一貫して24舎生の人格陶冶の拠点として、自主・自

立の完全自治寮の灯を点し続けた。

我が寄宿舎のテンコ盛りの思い出のほんの一部しか書けなかったが、残りはこの先続く

仲間との宴の席ででも語り合うことと致します。

私の人生において、昭和43年の春から昭和47年３月に退舎するまでの４年間の生活は

忘れられないものとなっている。我が青春時代のよき思い出がつまった４年間であった。

津軽海峡を越えて、東京から北の地札幌へ着いた時の感激。浪人時代のむなしい生活から

解放された喜び。高校の仲間の中川、金岡（故人）、岩村の４人で札幌へ。兄さんが青年寄

宿舎にいた関係で、中川と私の２人は青年寄宿舎の入舎面接を受け、入舎を認めて貰った

のが青年寄宿舎における生活の始まりでした。

荒れた入学式、波乱の教養時代。大学闘争で１年留年し、その結果得られた１年間の自

由時間。この間の思い出は、最初は大学に行かなくて大丈夫かな、その内に皆が留年なら

●生年月日／昭和23年(1948年)12月30日 ●在舎期間／昭和43年(1968年)―47年(1972年)

●学部学科／工学部土木工学科 ●出身地／東京都三鷹市

私と青年寄宿舎

小 野 定



しかたがないかと考えた次第。最初は、舎で勉強するかと考えたが、その意思も短期間で

消失し、昼は駅前、夜は中国語に明け暮れた１年間でした。青年寄宿舎に居た時間が長かっ

た思い出です。

禁酒禁煙、宮部金吾先生、独立教会。私にとっては、青年寄宿舎で始めて知ったことで

した。植物園で宮部先生の偉大さを学び、舎で独立教会を学びました。禁酒禁煙。酒とタ

バコに接したのは青年寄宿舎に入舎してからです。それから、37年過ぎましたが、現時点

でこの言葉が悟していることが分かったような気がしています。

貧しかったが、楽しかった４年間。日曜日には食事がないため、よく食べたインスタン

トラーメン、駅前の西村で購入する耳パン。たまに行った石狩会館。大学では、政治関連

で様々の論争があっても、青年寄宿舎ではいっさいそのような関係の話がなかったため、

静かな生活を送ることができた思い出。

閉舎にあたって、青年寄宿舎は自分の第二の古里、札幌の拠点として、これからも末永

く私の心に残しておきたいと思っています。我が人生において、青年寄宿舎における４年

間の生活は、強きバネとして大事にしたいと考えている次第です。

現職 ひだか漁業協同組合 専務理事

現住所 〒056-0022 北海道静内郡静内町高砂町1-17-11

閉寮のご連絡をいただいて、短い期間ではありましたが、青年寄宿舎時代は私の人生に

とって色々な意味で貴重な一時期であったと改めてなつかしく思い出した次第です。

当時を思い起こしてくれる記念誌の発刊を楽しみにしております。

●生年月日／昭和23年(1948年)5月30日 ●在舎期間／昭和43年(1968年)―45年(1970年)

●学部学科／農学部農業経済学科 ●出身地／山形県

無題

加 藤 晴 夫



この度、沢山の伝統と思い出が詰まった青年寄宿舎の閉鎖が決まり、それが時の進むべ

き流れとして札幌の景色が移り変わっていくがごとく受け止めなくてはいけない現実なの

だとしても、非常に寂しく、残念でなりません。こちらで青春時代を過ごした主人が昨年

11月10日、１年に及ぶ闘病生活の末亡くなり、それとほぼ時を同じくしての寄宿舎の閉鎖

に寂しさも倍増、ことさら辛く感じます。

生前、主人が病室に「程度の良い筆記用具とレポート用紙を持ってくるように」と言い、

持って行きました。主人としても、楽しかった学生時代の舞台であった青年寄宿舎の廃舎

に思い入れも強く、この原稿の執筆に力を入れるつもりでおりました。しかし想像以上に

早い病の進行の為、その思いも叶わず逝ってしまいました。せめてその遺志だけでもと思

い、誠に勝手とは存じますが、遺族としてお礼を兼ねましてこの度妻である私がペンを握っ

た次第です。

「青年寄宿舎」、主人への手紙を入れた封筒に何度この文字を書いたでしょうか。主人の

亡き後荷物を整理していると、当時まだ東京に勤めていた私と、札幌で医学生だった主人

が数年に渡り文通した手紙達が出てきて、ついそんな若かった時代の事を思い出しました。

かつて一度だけ寄宿舎内に入る機会があり、中を案内してもらった事があります。当時宿

舎内は、今となっては懐かしい石炭ストーブを使用。南国育ちの私は、ストーブにも煙突

掃除にも驚いた事が印象的でした。そんな宿舎で主人が、その後の人生の財産となる数多

くの友人の方々との出会いや、色々な事を経験し、時間を過ごしたのだと思うと今でも羨

ましく思えてなりません。

それもひとつのきっかけとなり、地域医療に貢献したいと昭和60年札幌市内に開業、足

掛け20年、志を変えることなく力いっぱい医療に従事して参りました。仕事も遊びも一生

懸命、56年と１ヵ月という短い人生を駆け抜けて生きた主人。お金がなくてもこれから続

く人生の夢や希望に溢れていたあの時代、主人の人生の宝物となった青年寄宿舎の仲間の

皆様、関係者の皆様本当にお世話になりありがとうございました。青年寄宿舎の建物はな

くなっても、思い出は変わらず私達の心の中に残り続ける事を遺族の私達も信じておりま

す。 （金岡いず美・記す)

●生年月日／昭和23年(1948年)10月9日 ●在舎期間／昭和43年(1968年)9月―47年(1972年)3月

●学部学科／医学部 ●出身地／東京都

無題

故 金 岡 秀三郎



１．稚内の田舎から出てきて昭和44年北大文類に入学しました。身近に北大関係者もおら

ず、大学生活の拠点を自ら探すことになり、偶々舎生を募集していた青年寄宿舎に応募

し、面接の結果入舎することになりました。それまで青年寄宿舎は勿論宮部金吾先生の

名前さえ知りませんでした。

同期入舎生には、故町田君（理類）、鳴海君（理類）、秋元君（理類）、奥山君（医進）

らがいました。

２．入舎時は、学園紛争のため東大入試がなく、70年安保と学園紛争の真っ最中でした。

北大も入学式が中止となりその年の授業はレポートに代えられ、翌年は大学が１年間休

校となりました。教養の２年間は、大学のモラトリアム期間中の更なる勉学猶予期間と

なり、天与の自由が与えられました。

青年寄宿舎は、外での騒動が舎内に持ち込まれることがなく、舎生間の対立はそれほ

どなく平穏でした。騒動といえば来賓室が麻雀部屋になり、24時間パイの音が絶えるこ

となく卓を囲む舎生だけが入れ替わるようなことがあったくらいかもしれません。私も

ここで今は亡き金岡先輩（医進）から麻雀を教えて頂きました。

同室の寡黙な鎌倉先輩（理学部）には、登山の面白さを教えてもらいました。ニペソ

ツ、十勝岳連峰、大雪山連峰の縦走、トムラウシ山、羅臼岳、等をいま思うと素晴らし

い山々に登り、この時登っていなければ、その後登ることはなかったもので大変思い出

深いものがあります。体力は、元柔道部でしたので僕の方があったと思います。

同期の秋元君は数学が得意の秀才で麻雀がすぐに強くなりました。彼とは、１日１冊

のペースで岩波文庫を競争して読んだことがあります。今から考えるとほとんど理解し

ていない乱読であったと思いますが、その後の私の人生の肥となったと思います。

舎費は、アルバイトで稼ぎました。アルバイトは柔道部の中川先輩、応援団の村田先

輩が見つけてくれ、困ることはありませんでした。但しアルバイトは国鉄の保線、測量、

海の水質検査等肉体労働のものであり、きれいでたやすく金が手に入るようなものは少

なかったと思います。このころアルバイトにえり好みは出来ないので何でもやったと思

います。

舎の生活は毎日が刺激的で、古びた舎屋、部屋のギロチン窓の𨻶間から雪が入ってき

たこと、板張りの床から地面が見えたこと、ルンペンストーブを囲んでスルメを焼いた

ことなど懐かしくはあるが、苦しい、惨めなどと感じた事はなかったと思います。

３．私は３年の学部移行で法学部に進み、司法試験の準備のため舎を出ました。教養時代

の２年間の舎の生活は何物にも代え難く楽しい思い出しかありません。

●生年月日／昭和25年(1950年)3月4日 ●在舎期間／昭和44年(1969年)4月―46年(1971年)

●学部学科／法学部 ●出身地／稚内市

青年寄宿舎の想い出

田 中 敏 滋



金岡先輩は昨年肺ガンでなくなりました。このたびの閉舎記念に是非出席したいと楽

しみにしておりましたが、その思いがかなわなかったことは大変残念に思っております。

舎で築いた友人関係がその後も続き、このたび閉舎記念事業を通じて再び出会うことが

出来たということに不思議な縁を感じます。

「札幌は大なる田舎なり……アカシヤの並木に秋風吹き候 静かにして寂しくしめやか

なる恋のたくさんありそうなところ也」この啄木の最後のフレーズにあこがれて私は北の

大学に入学した。その学び舎は全国を席巻していた大学闘争の例にもれず激しい闘いの

日々が続いた。これにより私は奨学金の支給がストップされ、仕送りもなかったことから、

高校同窓の秋元を頼って入ったのがそうそうたる先輩に恵まれた青年寄宿舎であった。明

治33年竣工と聞いた木造一階建ての建物は廊下がきしみ、ガラス窓はゆがみ、壁はすすだ

らけ。不衛生きわまりなかったが、若気の至りと、金欠の動機で入ってしまったからには

なじむしかなかった。今思うとよく住めたものだ。舎の生活はといったらハチャメチャ。

朝八時前に起床する輩などほとんど無し。起きてるのは徹マンにふけている連中である。

日中はウイークディであっても一人は在舎していたから不思議である。舎の生活でもっと

も賑わうのは短針が12を回った頃。一部屋か、二部屋に人口が集中しそこの住民は惨めな

もので朝方までホスト役を務めるしかなかった。冬期間は暖房費をケチるということで六

畳に四人住まいの配置転換。四人の机と本箱、そして真ん中に石炭のルンペンストーブと

まさに足の踏み場がなく、その上、一年生は上級生三人によくも悪くもいびられる辛さも

味わうのであった。もちろん、私が上級生になったときは下級生を優しくいたわり常に慕

われる存在であった？ こうし

た舎生活でもまれて我が性格は

図々しくなった。当時の仲間に

はただただ感謝するしかない。

舎生活で楽しかったことは山ほ

どある。食堂のテーブルを卓球

台に変身させてのピンポン。目

的は卓球なんてものではなく、

通勤帰りの若き女性たちのまな

ざしを集めることであり、夏場

●生年月日／昭和25年(1950年)4月17日 ●在舎期間／昭和45年(1970年)1月―48年(1973年)3月

●学部学科／農学部 ●出身地／青森県

回顧我が寄宿舎

鳴 海 勇 蔵



は窓から出ていくボールを彼女らに拾ってもらうことだった。合同ハイキングとダンス

パーティーは最大の楽しみだった。舎生はすべからく女性に飢えており若き自然な欲望を

遂げる場なのであった。どれほどオンボロピンク電話がなるのを楽しみにした舎生が多

かったことだろう。だが、私はしめやかなる恋をたくさん味わうこともなく、大学卒業と

共にあの煤けた寄宿舎に別れを告げた。懐かしいあの建物は私の脳裏にしか残ってない。

寂しいことだ。

私が北大に入ったのは札幌オリンピック直前で、昔の札幌が残っていた最後の時期でし

た。受験は函館でしたので、札幌に来たのは入学のときが初めてでした。山形駅から、秋

田経由の急行「津軽」、連絡船、小樽経由の急行「ニセコ」を乗り継いで20時間をかけて

やっと札幌に着いたという記憶があります。所属は水産でしたので、在寮期間はたった１

年半だけでした。しかし、田舎の高校生が大学生という大人に変わって行くには十分な期

間でした。

全体が、貧しい時代でしたし、「大学生が貧しいのは正しい」時代だった気がします。裕

福な家庭なのになぜと思ったりもしましたが、寄宿舎を選んだ学生はそれを楽しんでいた

ように思います。古い煤けた建物の時代でしたので、食堂の横を桑園予備校の学生が通り

過ぎながら、不思議そうに見ていたのを記憶しています（動物園でも見るように、どんな

生き物がこんなところに住んでいるのかしら）。今、学生と接する仕事をしていますが、隔

世の感があります。

大学紛争の時代でもありました。いろんな主義、考えの学生が夕食を一緒に食べていた

のは、１年生の目には不思議な光景でした。恵迪寮は大学当局を屈服させ、「勝利」するこ

とも可能でしたが、「寄宿舎」は在寮生が管理者でもある。建寮の「自治、自立」の精神が

まさに生きていたところだったと思います。ですから、恵迪では大学がやってくれたであ

ろう汲み取り式の便所掃除も塩酸にむせながらやっていましたし、石炭の購入、台所の修

理など、「当局」の仕事も、先輩が先頭に立ってやっていました。本当に大人だと感じまし

た。

多分限られた経費の中からの食事だったと思います。ほとんどの献立は忘れましたが、

土曜日のとんかつはあんなに大人に見えた４年生も楽しみにしていたような気がします。

本当にみんな餓えていたのですね。

合コンも懐かしく思います。上級生の企画の上にのっかただけの参加でしたが、大人に

●生年月日／昭和27年(1952年)2月28日 ●在舎期間／昭和45年(1970年)4月―46年(1971年)9月

●学部学科／水産学部 ●出身地／山形県

高校生から大学生へ

今 野 久仁彦



なったことを実感したイベントでした。いろいろ、思い出はたくさんありますが、高校生

から大人になるための中身の濃い時間だったと思っています。先輩諸兄、同期諸兄にお礼

申し上げます。

昭和45年の入学から49年の早春までの丸４年がわたしの寄宿舎に在舎した期間であ

る。大学の入学・卒業の年次が留年や研究生などでねじれてしまっているのに、在舎のこ

の期間だけがきっぱり４年で完結しているのは、我ながら妙に誇らしい気がするから不思

議である。前回の百年記念誌には45年に入学してしばし曲折を経たのち、青年寄宿舎に拾

われるまでの１、２ヵ月の揺れる心情を書いた。一方の退舎した昭和49年というのは、新

しい寄宿舎を建て直すという年であり、その最後のところの一部分をわたしは委員長を申

し付けられたのだった。その頃の顚末は、意外と語られておらず、平成16年の閉舎に伴う

理事会・評議員会などでも寄宿舎の当時の様子はどなたにも伝わっていないことがわかっ

た。この紙幅を借りて、この辺の事情を思い出して綴ってみよう。

顚末はまず昭和48年の前半頃に確か北海道財務局から届いた通知だったと思う。土地賃

貸料を５万円程度にあげる、などというものだった。学生の身にはぴんと来ない内容であ

ることはもちろん、不動産に関する何かが書いてあったかも知れない。かつ、完全自治と

はいえこんな高額な税金を払うことは貧乏学生には酷であり、理事長の奥田先生に早くご

相談しなくては、となった（はずだ）。しかし、学生の常として恐らくしばしそのまま放置

したあと、意を決して斗南病院の奥田院長のアポイントを得て、詰め襟姿で勇ましく訪問

した。そして気の弱いわたしは蚊の鳴くような声で訪問の内容を告げた（ような気がする）。

緊張もあってほとんど覚えていないが、建物の普請などもあったのだろうか、先輩方か

ら寄付などはもらえないものか、などと当時の舎生の声を代弁した記憶がかすかにある。

先生にはその際、「寄付とはそう軽々にできるものではない」と軽くたしなめられた。だが、

最終的な結論は「任せておきなさい」、という簡単なもので具体的にどう動くなどと言う予

見は全く話されなかった。今になって考えると、奥田先生はすでにこの時期には国・財務

局側の動きはご存じで手はうっておられたのではないかと思う。

それからどのくらいの月日が経っていたかは定かでないが、ある頃から舎生には意味不

明の振り込み通知書が断続的に郵送されてくるようになった。学生には驚くような大金で

あり、これが度重なるようになって初めて、先輩や関係者からの寄付が行われていること

が想像されるようになった。また、この１年ほどならば財務局（だったか）が土地を格安

●生年月日／昭和26年(1951年)11月1日 ●在舎期間／昭和45年(1970年)―49年(1974年)

●学部学科／農学部林学科 ●出身地／山形県

寄宿舎が新築される直前のころの記憶

草 苅 健



で払い下げる旨の噂も聞いた。

結局、財団はつい先日まであの土地を所有していたわけだから、この時期のご寄付・浄

財は土地や建物の取得に使われたと推測するところだが、学生には雲のうえの話であるう

えに30年前のことだからほとんど断片的にしか覚えていない。時代の移ろいを痛切に覚え

るだけである。合掌。

私の青年寄宿舎のころの思い出は、在舎が３年生の終りからの13ヵ月に過ぎなかったせ

いもあり、率直に言うと多くはない。ただし、入舎前の長い下宿生活のころに同宿の友人

と岩波文庫を読む会を作ったり、専門の勉強に入ったりしていたため、寄宿舎では、さま

ざまな出身・学部・趣味の人達と意見を交わす・おしゃべりするというのが楽しみであっ

た。しかし、加えて、４年目後半期の卒論と大学院入試とで追い込まれた頃の自分を考え

ると、大学に近く、心ゆるせる同室人たちが居た寄宿舎の存在は、一生涯の感謝ものと言

わねばならない。

だが本当にここに書き残したいことは、青年寄宿舎が私にとって、むしろここ数年存在

感を増しているということだ。それは、母校で仕事を続けられる僥倖にめぐまれたため縁

が復活して理事会に参加し、そのため素晴らしい寄宿舎OBの諸先輩と知り合いになれた

ことによる。そして自分の学生時代は既に神話に属した宮部先生のことをじかに接した先

輩から聞かせて頂いたり、先生や札幌農学校―北海道大学、内村鑑三らの遺した著作・資

料を読んだりする機会を得たことで、すべてが身近なものになったことによる。歴史が現

在生きていく上でつながっている、という実感がするということである。

農学校の宿舎で４年間同室だった宮部・内村のエピソードや、クラーク先生の農学校開

校式演説も知ることが出来た。それを含めて農学校と青年寄宿舎の誇りうる歴史の一こま

を私は自分の講義等の中でも紹介してみた。好評であった（と思う）。関連して、内村鑑三

の福沢諭吉論（拝金宗批判、1897年）は若者によく通じたことも付記したい。

歴史は私たちに、青年寄宿舎で暮らし宮部先生の薫陶の下にあったこと、北大で学べた

ことからプライドを覚えよ、公共のために働け、と教えている。そしてこれを次の世代に

うまく伝えよと語っている。昨今の青年寄宿舎との関わりは私にとって永遠の教育課題の

再確認である。

●生年月日／昭和23年(1948年)9月27日 ●在舎期間／昭和45年(1970年)3月―46年(1971年)3月

●学部学科／教育学部 ●出身地／北海道足寄町

プライドを教えられた

所 伸 一



昭和45年に入学し、２ヵ月あまり下宿した後、入舎しました。前年には、東大安田講堂

事件があり、大学紛争がやっと収まりつつあるころでした。また、札幌オリンピック開催

の２年前で、この開催に合わせて地下鉄や大通の地下街の建設が始まり、札幌の街が大き

く変貌する直前の時でした。当時の寮の建物は、古い木造で、植物園との間の駅前通りを

路面電車が走っており、電車が通るたびに建物が揺れたのを覚えています。その道に面し

て卓球台が置かれた広い部屋があり、朝夕は卓球台を食卓に食堂として使い、それ以外は

卓球部屋として使っていました。とにかく古く中が暗いので、人が住んでいるようには見

えなかったようで、通行人は建物内に人がいるのを見て驚いているようでした。前を行く

人には、当時の桑園予備校に札幌駅から通う学生も多かったと思います。

畠山さんが賄いのおばさんで、週に１度カレーライスが出るのが楽しみでした。日曜日

は食事が出ないのでクラーク会館や石狩会館（現在のKKR）によく行きました。台所で鋳

物のコンロにマッチを使ってインスタントラーメンぐらいは作った記憶があります。寮か

ら大学へ行く途中にあった、修学旅行などの団体客を扱っていた光栄ホテルがあり、ほか

の寮生と一緒に布団の上げ下げのアルバイトに行き、食事もそこでしたこともありました。

このホテルの近くにはよく通った銭湯もありました。

寮内には八畳間くらいの12部屋に、２人ずつ合計24名がいました。空きがあればすぐ

募集し常時満室でした。冬には４人が一組になり二部屋を共同で使いました。一部屋はル

ンペンストーブを囲むように机を４つ入れ、もう一部屋は布団を４つ敷き寝室用としまし

た。これは、暖房費を節約するためで、寝室は万年床で火の気がまったくなくない部屋で

した。寝室には雪が少し窓から入り込んでいました。勉強部屋のほうの暖房は、石炭を使っ

ており、あく捨てと煙突掃除、たき付と、面倒なことがたくさんありました。冬に入る前

には、東向きの正面玄関横にあく捨て用の大きな穴を掘った記憶があります。年２回、部

屋替えがあり、後輩と先輩が同室になることが規則でした。夏の部屋替えのときには畳あ

げをしましたが、畳も古くなって、少し曲がって立っていました。

同学年では、函館中部高校出身の石割君、酒田高校出身の今野君と草苅君、留萌高校出

身の西村君、小樽潮陵高校出身の柴田君などがいました。石割、今野両君は水産学部だっ

たので、２年時に函館に行きましたが、その後も寮に遊びに来ていました。１年先輩には、

田中、石川、秋元、鳴海さんがいました。２年先輩には中川、村田、金岡、岩村、小野、

布村、岡、竹之内、飯村さんなど、４年生には、澤田、宮内、峰崎、加藤、所さんなどが

いました。後輩では、１年後輩の緒方君と仲良くしていました。

私は、その後、途中で寮を出ましたが、北大には大学院と助手を含めて11年近く在籍し

●生年月日／昭和26年(1951年)9月26日 ●在舎期間／昭和45年(1970年)―46年(1971年)

●学部学科／経済学部経済学科 ●出身地／室蘭市

青年寄宿舎の思い出

佐 藤 芳 彰



ていたので、寮が新築されてからもよく遊びに行った記憶があります。寮が建て直してい

る間、何人かで同じところに仮住まいしており、竹之内さんや西村君のところによく遊び

に行った記憶があります。昭和55年の12月に弘前大学に職を得て、しばらく寮との縁は

切れていました。平成元年に現在の職場である札幌大学に赴任するため札幌に戻り、札幌

在住の元寮生との付き合いが復活しました。きっかけは私が病気をして、勤務先の近くで

開業していた元寮生の金岡先輩に診てもらったことでした。年に数回、何人かで会うよう

になりました。そのころのメンバーは、澤田、金岡、村田、田中、私でした。その後、中

川さんが東京から札幌に転勤になり、草苅君が札幌にいることもわかり、さらに皆で会う

ようになりました。小野さんや宮内さん、所さんも時には加わるようになりました。こう

した付き合いの仲間が、今回の青年寄宿舎解散に当たり記念行事を行うための作業の一端

を担うことになりました。

しかしながら、大変悲しいことは、集まりの中心になっていただいた金岡さんが、病気

でお亡くなりになったことです。告別式には東京からも元寮生が駆けつけましたが、何十

年ぶりにお会いできた先輩もいました。こころよりご冥福をお祈りいたします。

顧みると寮生活での収穫は、よき仲間を得ることができたことだと思います。喘息持ち

の私には、寒い寮での生活は厳しく、持病が悪化して、途中で寮を出ることになりました

が、その後もよく寮に遊びに行き、しばらくは、生活の拠り所にさせていただきました。

下宿から青年寄宿舎に移った理由はいくつかあります。月5000円という寮費の安さに引か

れたのはもちろんです。そのほかには、初めての都会での一人暮らしよりは、一つ屋根の

下で一緒に暮らす家族的な雰囲気を求めていたような気がします。そして、手本となるよ

き先輩や同輩・後輩に恵まれたと思います。

大阪府池田市の出身高校は、当時の大学紛争の影響をまともに受け、高校３年の後半は

教室のロックアウトのため休校状態でした。関西では初の高校への機動隊導入なども経験

し浪人のあとに北大を目指したのは、一年前に入学していた同級生の影響と共に、どこか

に心機一転したい気持ちがあったのだと思います。

函館で受験したので札幌は初めてで、大阪から一昼夜の列車行ののち昭和47年３月下旬

の早朝に札幌駅前に降り立ちました。当時の私には北の果てに思われた地にこれほどの洗

練された大都市があるのに目をみはると共に、青年寄宿舎の古びた家屋のたたずまいにも

驚きました。

●生年月日／昭和26年(1951年)6月11日 ●存舎期間／昭和47年(1972年)3月―52年(1977年)3月

●学部学科／工学部機械工学第二学科 ●出身地／兵庫県

青年寄宿舎の思い出

山 口 多 門



同級生は既に舎の住人でしたが、久しぶりに再会した彼にたくましさのような変化が生

じているのにすぐ気付きました。そして二人で北大キャンパスまで歩いて行ったのですが、

その広大さと歴史を感じさせる建物群に圧倒されると同時に、ここの学生になったのだと

いう喜びもわいてきました。当初は学生課に紹介を受けていた下宿に入る予定でしたが、

先方の都合により私も舎に入ることにしました。

それからはまさしくめくるめくような毎日の連続で、あの日々が自分の輝くばかりの学

生時代だったと思い出されますが、当時でさえ心のどこかでそのように感じていました。

食堂での入舎歓迎会でドンブリで日本酒を飲まされたこと。先輩との相部屋で猫と共に

生活したこと。やや左（右）翼的先輩、やや哲学的先輩、やや苦学生的先輩、やや享楽的

先輩等がいたこと。４月下旬の馬糞風が終わると次は北大植物園での花見、６月の新緑の

季節になると北大祭の準備、８月には北海道神宮の山車が舎の前を通ります。11月には舎

祭、そして初雪が降り始めると、裏庭に積み上げておいた石炭をバケツで取ってきて部屋

のルンペンストーブに火を入れます。新聞紙を小さくたたんできつく縛り、それに火をつ

けて石炭の火種にするやり方は道内でも珍しいそうです。このストーブで来る日も来る日

も、当時流通し始めていたインスタントラーメンを夜食に作っていた先輩がいました。そ

して大雪が降った翌日は舎生総出で屋根の雪降ろしです。そういえば舎の一番奥にあった

汲み取り式トイレでは、寒さのため例のものが逆鍾乳石状に積み上がっていき、時々お湯

をかけて崩したものです。冬の寒さとセットで思い出すのは舎と北大の中間地点にあった

「お花」です。昔そのようなかわいい名前であったらしいオバサンがやっている居酒屋です

が、40度の焼酎を初めて飲んだのはこの店で、帰ってから文字通り天井が回る経験をしま

した。昼間は重労働の土木作業のアルバイトで汗を流し、夜はせっせとススキノのダンス

ホールに通う先輩もいましたね。

北大での勉学や各種行事、また多くのアルバイト、特に測量のアルバイトでは全道各地

を回ったりと色々な経験を重ねましたが、やはり一番色濃く思い出されるのは舎での生活

と人間関係です。寝食を共にするだけにクラスメートとの繫がりとも少し違います。先輩

と後輩がいて自分達も長い舎の歴史の中で、１ページをきざんでいるという意識が皆のこ

ころのどこかにあったようです。舎の禁酒禁煙のモットーはともかく、舎の伝統を引き継

ぎ、それを同時に自分の歴史とし、将来の自分の寄って立つ基本柱として大切にしたいと

願っていたように思います。そして今振り返ってみると、舎は私たち舎生にとって確かに

そのような存在であったと感謝しています。

卒業後30年近くたちますが、今でも時々、初めて札幌駅前に降り立った早朝の気分を

ハッキリと思い出します。そしてその後の輝くばかりの日々も、北海道の季節の移り変わ

りの空気のにおいと共に思い出します。



青年寄宿舎廃寮に至る過程で諸々のお世話をしてくださった先輩・後輩の皆様ありがと

うございました。ごくろうさまでした。私の不確かな記憶の細い道を辿り、間違いも大い

にありうるとおもいますが、恐れずに書いております。

70年に理類教養課程に入学して２年間の下宿生活ののち、クラスメートであった海外移

住研究会のＮ君（留萌出身）の紹介で入寮させていただくことになりました。独立教会系

の……、禁酒禁煙が建前の……と聞いておりました舎屋はかなり痛んでいて、薄暗い廊下

のあちこちに穴が開いていたり、厳寒期になると汲み取りトイレがポンプで吸い取れない

からか、急用時以外は学校で用を足すように張り紙があったりと何かと不都合・不便な、

今の時代では信じられないような環境でありましたが、在舎生はそれぞれ必死に、且つゆっ

たりと暮らしていたように思います。今でも、思います。あんな安い食費で私にすれば十

分満足・満腹させて頂いた賄いのおばさんとその小さな一人娘のたしかメグちゃん（？）

と自動車運転手（？）のご主人が住み込みでいらしたこと。その食事（夕食）を夏季、上

半身裸に近い姿で窓を張り開けて摂っていると仕事を終えて通り過ぎるOL達が笑いなが

ら、時には声をかけられてからかわれたこと。

夏が終わる頃だったか、不確かですが、先輩寮長（副舎長？）がリーダーシップを取っ

て、樽前山登山を企画してくださったと思います。北大の関係の宿泊施設があってそこで

一泊したのではなかったかと思います。儚い記憶ですがなんとなく、申し訳なく、ありが

たいご配慮であったと記憶しています。

部屋替えが何度あったのかよくわかりませんが、ある時期同室でありました先輩の哲学

徒Ｔ氏がハイデガーに心酔しているその姿勢にあまりにも真摯で切実なものがあることに

気がついた時、無学で非力な自分! を自覚せざるを得ませんでした。確か４畳半の居室

の真ん中にルンペンストーブがあって布団を敷くと畳が隠れる状態で、私は当時、島尾敏

雄氏の 夢の中での日常 の世界を行ったりきたりしているような、夢うつつを一人ひそ

かに楽しんでいるような学生でありましたから。人もするように、70年安保・全共闘運動

の後の政治的季節の中に身を置いてもいましたが、さりとてそれが総てとはもはや誰も信

じていなかったと思いつつ。

話は大いに飛躍しますが、卒業して、とある事情で生家の家業を継ぎ、結婚してのち数

年が経過してから妻と子供をつれて、再建された寄宿舎の前まで訪ねてきたことがありま

す。しかし、さして舎のために貢献したわけでもなく、またあまりに変貌していたので立

ち入らず、声もかけずに立ち去ってしまいました。

青年寄宿舎百周年記念誌では私の在舎期間が２年間となっていましたが、何の事情でか、

●生年月日／昭和26年(1951年)7月6日 ●在舎期間／昭和47年(1972年)3月―48年(1973年)4月

●学部学科／農学部畜産学科 ●出身地／兵庫県加古川市

居候学生の気持ちで……

三 木 義 和



退舎してしまい、近くの賄いなしの借間で１年間くらい置いていただき、その後、私は今

度は大学からずいぶん遠くに在る月寒学寮（現在は郷土資料館になっているそうです。）に

先輩・クラスメートを頼って入寮させて頂いて１年半以上そこに在寮していますので、そ

れから考えると寄宿舎でお世話になったのは、一年ほどかも知れません。

それがどうであれ、人の世話もできない私が迂闊なだけで、寄宿舎を介して多くの配慮

を身に受けていたのだと想い起こしています。

入舎したのは1972（昭和47）年９月だった。２年目一年、つまり落第をしており、心を

入れ換えたつもりのこの年の雲行きも怪しく、夏休みが終わって帰札すれば、悲しい別れ

も待っていた。

「○○さんておもしろい人ね。でも、それだけだわ」

すさみかかった心でふと目にしたのが舎生募集の張り紙であった。

ミイラの皮膚のように萎んだ板壁、ウグイスというにはいささか悲哀のこもった鳴き声

で傷みを堪える廊下、開拓という言葉が生きていた時代に建てられたとは後で知ったのだ

が、醸し出す雰囲気は傷心の身に似合っていた。ということで、「宮部先生の高邁な御人格

の感化を受け〝禁酒禁煙"の四字を守り……」（改築についての趣意書：1973（昭和48）年

９月）と謳われた「先人の遺訓」も詳しくは知らないまま入舎を許された不肖の学生であっ

た。

当時、学内は学生運動の余燼がまだくすぶっていた。舎の石炭小屋にもＺと書きなぐら

れた白ヘルやら青いのやらが炭塵にまみれて転がっており、この寮も大きな嵐と無縁では

なかったことが偲ばれた。昼間はゲバ棒で叩きあった敵同士が、呉越同舟ならぬ夕食の席

で、お互いの健闘を讃えあったということを先輩から聞かされた。

変な話だが、これがこの寮に息づく伝統の一端ではなかろうかと思ったものだ。満室で

も二十名ちょっとだから接触の密度が濃い。寝食を供にすれば裏も表も見える。大きな家

族のようなもので、嫌な親だ、出来の悪い息子だと思いながらも、愛憎の深まった分、縁

は深いものになる。好悪の情を超えて認めあっていたのである。

また、家族だからこそ、親から子、子から孫へと、その家の家風は色濃く伝承される。

宮部先生の遺訓もそのようにして、目に見えない形で連綿として我々に引き継がれてきた

のではなかったか。

不良の息子ほど家への思いは断ち難いものだ。まして、美しい想い出に満ちた揺籃の時

●生年月日／昭和27年(1952年)3月17日 ●在舎期間／昭和47年(1972年)9月―48年(1973年)7月

●学部学科／工学部合成化学工学科（中退) ●出身地／群馬県高崎市

さらば青年寄宿舎

太 田 実



期を過ごしたところとなればなおさらだ。ついに不良からは抜け出せそうにないが、ミイ

ラの板壁に蓄積された諸先輩方の薫陶の一端は私のなかでも生きている。そう思いたい。

さらば寄宿舎

おお、我が青春

入舎したのは、入学の年、昭和48年４月18日ぐらいだったと記憶している。入学式も

なく、札幌についたのが４月５日で、恵廸に入寮するつもりでいたが、すでに締め切って

いたため、学生課の紹介で桑園の下宿にとりあえず落ち着いた。２週間ほどして同宿の堺

君が舎が募集していることを教えてくれ、ともに応募。面接時、それなりの状況（出身、

家庭状態など）を質問されたが入舎許可。こうして幸か不幸か苦節（？）４年の浪人から

解放された学生生活の始まりを舎で開始できた。ただし、その後の怠惰な生活は今に続き、

七転八倒を繰り返している。

あれこれ思い出など綴ってみようとも考えたが、１年目同宿の方々の印象を個別に書く

こととした。入舎１年経たところで奥田先生の念願であった舎の新築が決まり、半年間、

一度全員が他へ移ることになり、旧舎屋の最後の舎生となった。このためもあり、１年目

の思い出が特に印象に残っている。独断と偏見のかたまりであるため、本気にしないで頂

きたい。また、「禁酒禁煙」に関連する事項は完全に無視されていた時代のため事実を基本

とさせて頂いた。

１．竹之内さん（４年）

埼玉、川越、文学部。高校の３年先輩。同人誌マロオス、ハイデガー。北24条の「山里」

（スナック）でやはり同郷の船越先輩に紹介される。船越さんは船越英二の甥にあたる。柔

道部では吉田信範さんと同期。２年目に住んだ「19条水無館」を世話してくれた赤石さん

も、竹之内さんからの紹介。最初数学を志したが半年休学。ヒッチハイク後、戻り、哲学

科に転向。学習塾のアルバイトの延長線で塾の経営をしていたところまで。なにを飲むの

も黒い抹茶茶碗。どてら姿で札幌ソフトにトマトジュースを入れて飲むのが印象的。

２．遠藤さん（４年）

道内、名寄、法学部。前期同室。川崎に集団就職し、４年後受験した苦労人。現役当時

はこんなに奨学金がもらえるとは思わず、仕方なく就職。当時、奨学金を確か５つぐらい

ももらっていたと伺う。卒業後札幌市役所に就職されたはず。たまに、北６条の「24時間

●生年月日／昭和25年(1950年)10月30日 ●在舎期間／昭和48年(1973年)―50年(1975年)

●学部学科／文類 ●出身地／群馬県前橋市

無題

大 川 健 二



食堂」「お花」などに一緒に飲みに行ったぐらいで「南方面」にご一緒した記憶はない。学

生ではないような雰囲気。よく町田、池田両氏が部屋で談笑。竹之内さんも加わっていた。

桑園のグラウンド（広場？）でのソフトボールでも一生懸命だった。

３．石川さん（４年）

道内、斜里。痩せ型で眼光鋭い男前。よく駅前の「ローランド」で読書していたのが思

い出される。野呂さんの話によればマージャンで親の死に目に会えなかったためそれ以来

マージャンはしないという。活動家。就職は生協。その後「快楽荘」でも２、３度お目に

かかった。

４．岡さん（４年？）

石川、金沢、農学部。海外移住研究会会長、ブラジルから帰国したばかりだったか。豆

タンクのような馬力の持ち主。成田は岡さんの影響で入部したのか。海外移住研究会では

吉田信範さん（後、いろいろご厄介になった）、井上和治さん、岡崎さんなどの舎外の人と

も知り会えた。

５．町田さん（４年？）

埼玉、秩父 理学部。卒業後、与野で教員するも30歳ぐらいで他界？いつもニコニコ。

頭髪がすでに薄く、大分手入れが入念だった。これに学生服が非常に印象的。女性的なも

のの言いよう、しぐさも思い出される。

６．工藤さん（４年）

熊本、農学部。小柄、色黒で落ち着いていたこと以外は残念ながら記憶なし。

７．池田さん（４年）

道内、長万部、理学部。遠藤さんを訪ねてきては大きな声でよく喋っていた。何のきっ

かけか広尾線で１泊の旅に同行した。この間もよく大きな声でなにか（寮歌ではなく）歌っ

ていた。この人の得意寮歌は「一帯ゆるき」。愛国―幸福の切符や駅の案内看板の模型が土

産物になっていた頃でもあった。高校の教師になったということだが。

８．西村さん（３年）

道内、留萌、農学部。留萌駅近くの鮮魚商の息子。海外移住研究会、優しさ―堕落。夜

間、特別室へ女人を同行（？）「19条水無館」でも竹之内さん、石田、北田と同宿。三好野

（餃子屋）でバイトしていたのは聞いていたがその後の消息は聞かない。太田さんが海外移

住研究会は「カイガラなんとか研究会」と言っていた。

９．草苅さん（３年）

山形、山形東、農学部。多才、ワンゲル、狸小路の「ちょんちゃん」、ギター（花祭り）、

水彩画、近寄りがたいＢ型。「別離のうた」の前口上をもう一度聞きたい。自分が見た中で

は寮で一番切れる人。とにかく自分で自分を遊ばせる才は他を寄せ付けない。「紅茶的人

間」。

街の交差点を「ハリスの旋風」の「鉄平」にならい、手を広げ「ブーン」といって、女

の子のおしりをなでたとか。確かに「鉄平」みたいだった。今はもしかして「松太郎」に

出てきた爺さんみたいだったりして。北海道に似つかわしい。うらやましい限り。



10．田尻さん（３年）

茨城、水戸一、工学部。柔道部、実直、１年目後期同室。生活面では身の回りをいつも

整理されていた。２年目の新舎屋での同室が田尻さんの紹介で入舎した井尻さんだったの

も面白い因縁。建設会社に就職されたと伺っているが、以来お目にかかっていない。

11．武下さん（３年）

熊本、工学部。副舎長。寮歌講習会をさぼって注意を受ける。刻苦勉励タイプ。真面目

さが印象に残る。

12．太田さん（２年）

群馬、高崎、工学部。剣道部、豪放磊落、繊細、坂口安吾。小生が退学して関東に戻っ

てからもずっと年に１、２度お会いしている。目黒の碑文谷でその道の人にアザだらけに

されたときも「寒気身を刺す」を歌いながらアパートに一緒に帰っていただいた。大学正

門の南側にあった「本多荘」の２階から校内の辛夷の花を眺めながら、山を題材にした小

説を幾度となく書き直されていた。これが今でもつづき、東北文学賞や上毛文学賞も手に

されている。近頃は東京新聞のコラムにも時々載せられている。

13．宇佐美さん（２年）

兵庫、神戸、水産学部。バイトの王者。10月には函館に移ってしまったため半年しかお

付き合いさせて頂けなかったが、「長髪」「黒縁メガネ」「学生服」がとにかく印象に残る。

125ccのバイクとポンコツパブリカ（？）の所有者。当時の舎生では車などとても高嶺の

花。バイトで購入。舎のテレビも、引越しのバイトでの戦利品。舎の隣のラーメン屋を建

てるときの現場作業、競馬場でのテープレコーダ操作、民芸品の製作、新冠ダム、伊達火

発、石狩当別での土質調査、YKKのバー材運び、HBCのアンケート調査などなど、みん

な宇佐美さんから引き継いだものばかり。バイト代をもってススキノへ、酔えば発する岩

村さん（舎を出て水産に移行されていた）仕込みの「キトース」「エキスタキータ」。ダン

スは翔ぶがごとく。バイクの後ろで函館までツーリング（？）させて頂いた。トラピスト

もこのとき初めて行った。一番印象深い「追い出しコンパ」、札幌駅でのストーム。

14．山口さん（２年）

兵庫、神戸、工学部。最初皆が多門と呼んでいたのでこれが苗字だと勘違いした。250cc

（か350cc）のバイク所有。機械大好き。宇佐美さんとは高校でも同級。米国で軽飛行機免

許取得。後に JALのフライトエンジニア。口は悪いが繊細。阪神淡路大震災後に埼玉の大

宮で太田さんと３人で会ったことがあったが、相変わらず達者。

15．野呂さん（２年）

青森、木造、工学部。書道、釣り、マージャン、ダンパ、番長。あまり、外では飲まな

かったが良く話した。１年目の終わり（正月）、木造の実家に寄らせていただいた。１晩泊

めていただき、近所の友人宅で卓を囲んだ。妹さんが確か中学生の志保ちゃん（女優の藤

村志保と同じと記憶）。父君が中学の校長先生？マージャンが滅法強かった。恰幅がよく頭

の良く回るタイプ。草苅さんがマージャンの負けを払わないことに不平を言っていたが、

その後支払いがあると、今度はよく憶えていてくれたと敬服していた。書道部のためか、



王維や顔真卿を知っていた。青森県庁と聞いているが。

16．長多さん（２年）

道内（滝川？）、薬学。独立独歩といった感じであったが唯一の思い出は、２年目の暮れ

に帰省せずにいたとき舎の風呂のなかで話し、苦学していることを感じたこと。斗南病院

に入られたようにお聞きしているが。

17．竹永さん（２年）

大分、舞鶴、工学部。レスリング。宇佐美、山口、太田さんたちとよく行動していたよ

うに思う。野呂さん、山口さんとは良き敵対関係？ 本人によれば現役合格は、まぐれと

のこと。パン屋のアルバイトをしながら札幌にいたが、上京してコンピュータ関連の職に

つく。その後、神奈川で翻訳関連の仕事をしている。「史郎、北海道は寒かろう! しかし

満州はもっと寒かった‼」。大分の父君からの言葉だということを聞いたことがある。

18．室本さん（１年）

道内。静岡大卒業を経て１年から再受験。学校ではロシア語クラス（９組）で同じだっ

た。あとで聞いたらロシア語クラスは入学時ロシア語選択者および成績の悪いものの集ま

りとのこと。活動家。静岡から同伴した彼女が毎朝電話で起こす。畠山のおばさんから密

かにクレーム。舎取り壊しの２年目に南の方の塾に部屋つきで引越した。本当は自分に決

まっていたがこれは譲った。塾長の息子は小樽商大。なんか変な塾だったように記憶して

いる。カラスかなんかをたくさん飼っていた。２年目以降はほとんど会わずにいたためそ

の後どうしているか分からない。

19．堺（１年）

静岡、法学部。入舎前の下宿で２週間同居の後、寄宿舎の募集を知らせてくれる。とも

に入舎。文学青年と竹永さんが賞賛（慈母愛）。体力増強のためか２年目によくジョギング

をしていた。富士吉田市役所勤務と聞いている。

20．石田（１年）

神奈川、横浜、法学部。チェロ。「楡林」に戯曲を書いたのが印象に残っている。ご飯茶

碗の持ち方が特徴的で太田さんがその後まねをしていた。いつ勉強しているのか分からな

かったが、ちゃんとストレートに卒業。それ以後の舎の後輩にも人望があった。学校を出

てからもそれなりに行き来があったが近頃は年賀状程度。仏教とチェロが生甲斐か。

21．北田（１年）

道内。新舎屋になってつれて来た滝田と行動をともにしていたように思う。ほとんど付

き合いがなかったため記憶がないが「19条の水無館」でも一時同宿。滝田のギター音がう

るさいのを怒ったことも思い出される。あのころ東海林がユーミンを絶賛していた。ルー

ビックキューブも彼にとってはままごとのようだった。

22．成田（１年）

道内、函館（森）、工学部。海外移住研究会。２年目３ヵ月間海外旅行。この間「快楽荘」

の部屋を間借りさせて頂いた。苫小牧での結婚式のときは石田や後輩の東海林たちと同席

させてもらった。



昨年、千歳に出張の折り札幌で待ち合わせ一献傾けた。ご子息も工学部４年とか。

23．猪股（１年）

入舎後１月ぐらいで退舎。「こんな寮にいたのでは」、と早く悟ったか？その後舎生の追

加はなかったように記憶。だから自分を入れて、１年間は23人だったと思う。

１年目、舎の記念誌「楡林」には浪人生活を書いたのを記憶している。その後も種類の

異なる浪人生活を送っている。東京の蒲田で北大寮歌祭が2002年から行われている。昨年

まで３回出席しているが、関東の方でご興味のある方は是非ご参加ください。

青年寄宿舎青春譜にも幕が降りることになったと聞き、時代の流れと変化を感じます。

北大の精神を築いたW.S.クラーク先生は我が母校に８ヵ月しか在任しなかったにも関わ

らず、与えた影響力の大きさは言を待たないところですが、私にとって寄宿舎はまさにク

ラーク先生のようなものです。わずか１年あまりであった舎の生活が人生を決めていった

昭和51年秋 記念祭

●生年月日／昭和31年(1956年)6月24日 ●在舎期間／昭和51年(1976年)5月―52年(1977年)9月

●学部学科／水産学部食品学科卒・大学院薬学研究科修了 ●出身地／北海道

盛者必衰

鈴 木 聡



と言っても過言ではありません。

その充実した、語り尽くせぬ激動の日々については、これまでも舎誌に何度か投稿して

きました。今回、それも最後になります。舎を出てすでに28年がすぎ、今や娘が北大生に

なっています。はやいものです。

私が入舎した当時流行っていた中島みゆきの「時代」やダンパでよく使った音楽は、今

でも札幌へ行き、舎の前を通るとき、当時の面々との日々と共によみがえってきます。た

ぶん、寄宿舎の卒業生はみなこういう思いを持っていると思います。時代は変わり、人も

移り、寄宿舎の建物はなくなっても、これからも寄宿舎の精神と人の絆はなくしたくない

ですね、永遠に。

寄宿舎が我々に与えてくれた教えと伝統は一生忘れません。

昭和54年入学、寄宿舎には４年お世話になり、その後近くの下宿で２年を過ごし、寄宿

舎とも風呂を借りたりの行き来を続け、都合６年間の札幌時代を通じ寄宿舎にはひとかた

ならぬお世話になりました。

昭和51年頃 「桑園リーグ」戦。前列右から３人目畠山めぐみちゃん

●生年月日／昭和34年(1959年)11月22日 ●在舎期間／昭和54年(1979年)―58年(1983年)

●学部学科／理学部地球物理学科 ●出身地／神奈川県横浜市

青年寄宿舎の想い出

東 根 聡



実家を遠く離れて初めての大学生活は、いきなり15人、二人部屋の共同生活で始まりま

した。寄宿舎の生活、教養や学部での生活、クラブ（美術部黒百合会に所属）の３つの世

界が目まぐるしく、毎日が忙しくも新鮮な刺激に満ちあふれていたのを懐かしく想い出し

ます。

寄宿舎では生活を共にしたそれぞれの人たちが非常に印象深いものでした。笑いもあり、

対立もあり、個性豊かな面々との交わりは今から思えばどれも愉快なものでした。

初めて舎に足を踏み入れたのは入舎を決める面接日。スマートな好青年の先輩八木氏に

案内され、面接では長髪ヒゲモジャ手ぬぐいはちまきの神戸出身森田氏に度肝を抜かれ、

そして入舎が決まり、ものすごい速度で青春の日々が回り始めました。当初の同室は一年

先輩の峯田氏。バトミントン部の選手で部屋では素振りの毎日。私は美術部で狭い部屋で

油絵を描いていたので、絵の具の匂いで迷惑をかけていたと思います。黒百合会は２年上

の松尾さんが友人がいるというので紹介してくれました。２年上にはもう一人伊藤さんが

別の神戸の味を出していました。１年上の先輩が多く、峯田氏の他、田崎、菅、大高、菊

川、堀井の各氏とは良くトランプのナポレオンに興じたり、ソフトボールをしたものでし

た。山ばかりで舎には時々しかいなかった秦氏も独特の存在感。同期には函館出身で偶然

同じ教養のクラスになった佐野、千葉出身の松坂。そして忘れてならないのは、その当時

はまだ医学生だった真田氏。後輩思いの先輩。医学書開きながら机で船をこいでいるので、

消灯しますよと云うと、必ず「いやいま本を読んでいるんだから消さないでよい」と返事

をしていたものでした。20歳の誕生日には北京料理を奢っていただきましたっけ。最初の

仲間がこの15人でした。

舎祭で即興劇や絵の品評会をやったり、植物園開きの日に人間ピラミッドの集合写真を

撮ったり、藻岩山開きに皆で夜通し登ったり、ダンスパーティーの申し込みや場所探しで

奮闘したり、朝まで討論したり、屋上の排水口が詰まってプールになったので皆で手分け

して掃除したり、エピソードは数限りなくありました。

お世話になった寮母のおばさんにも長く会っていませんが、恵ちゃん、大介もすでにあ

の頃の我々よりも年上ですね。

舎にはもう随分長いこと行っていませんが、長い歴史の役割を終えたと云うことで感慨

ひとしおです。舎生ノートも一部は保存されるとお聞きし、我々よりもっと昔の先輩の名

文が残ることに安心しています。

寄宿舎の形はなくなっても、そこで過ごした時間はまだ鮮やかに残っています。



当時の行事や習慣、出来事他を思い出すまま順不同で記す。雰囲気が伝われば幸である。

撮影会：４/29天皇誕生日朝、舎生が揃い開園日の植物園を散策し記念撮影をした。祝日は

賄いさんが休みなので石狩会館（現KKR札幌）で食事をした。

会食会：11/３文化の日には理事やOBを招き会食をした。席上各舎生が絵や造形などの作

品を披露し、舎の様子を報告した。

新入生歓迎会：おさむら旅館の座敷に料理を持込んだ。旅館を汚し出入禁止となって以降、

居酒屋などで開くようになった。

合コン：相手探しは新入生の仕事だった。道内出身者は同窓生を当たり、つてが無いと藤

女子大で門立ち（勧誘）をした。近隣の女子寮に飛び込みの電話もした。合コンは次

第に減った。

ダンパ：以前は出会いの場として真面目な社交ダンス講習会を開いたと聞く。既に催され

なくなっていた。

多良福：舎生行きつけの飲み屋で砂肝、鱈鍋、ワリッカ番茶割りが定番だった。店は経営

者が代わったが北17条に移転し続いている。

夜の騒ぎ：かつて岩手県の巌鷲寮との間でストームの応酬があったと聞く。筆者在舎中に

は見られなくなっていた。賄いさんが住込んでいた頃、深夜騒ぐと翌朝のご飯のおか

ずが生卵と納豆だけになったとか。

応接室：OBがたまに泊った。普段は舎生がソファーでくつろいだ。舎内は禁酒禁煙の建前

だが、壁のヤニと液体のこぼれた跡で実情が知れた。ユニットバスは布団置場になっ

ていた。

部屋替え：舎生会議で半年毎に相部屋相手を替えた。原則先輩後輩が組んだ。副舎長は個

室、３年生がなった。

教科書：階段脇書架に内村鑑三他の本と並んで卒業生が残した教養の教科書が何冊もあっ

た。書込みや過去問は役立った。古本屋巡りをせず教科書を調達できた。

廃品回収：大掃除で空瓶や古紙が相当出た。業者に出すと500円程になった。当時生協の

定食はカレッジ280円、エルム330円であったか、飯代位にはなった。

食事キープ：舎の食事は予約制だが夜まで残れば誰でも食べてよかった。後で食べる分は

盆に名札を置き確保した。刻限が近づくと夜食狙いの舎生が食堂に集まった。間際に

出先から電話でキープを頼む舎生もいた。

電話：電話を受けると舎内放送で呼出しをした。スイッチを間違え舎外放送することがた

まにあった。

昭和末期の青年寄宿舎

菅 原 広 剛

●生年月日／昭和42年(1967年)7月12日 ●在舎期間／昭和61年(1986年)4月―平成2年(1990年)5月

●学部学科／工学部電気工学科 ●出身地／北海道



第二代理事長 奥田義正先生ご令嬢からの手紙



農学部教授 堂腰 純先生
奥様 堂腰節子さん

からの手紙
(青年寄宿舎の真向いに居住）


