
のが,私たち健気な女性 3人である。

その 1人:社会文化の “God MOther"と して

鎮座しているのが中出治美事務官,その博学 (薄

学)たるや,衆 目の一致するところで,先生,学

生,同僚からも頼られっばなし。主に,庶務・会

計事務を担当している。わけても,社会文化の予

算管理においては,水 も漏らさぬ構え。しかし,

本人はいたって,華奢 (?)な 人,ご下見のほど

を……・̀
・ 。

つぎに紹介するのが,学生には良きお姉様,先

生方にとっては,ご自慢の娘役を一手に,1受けて

だ   いるのが吉井瑞恵事務官, 6階の窓より遠 くの家

_`ィ  並をながめて,末来へ夢を膨らませている多感な

乙女である。社会文化の一員となってまだ 1年足

らず,学生の就職関係,(学務関係,雑誌の受入

れ,管理等を担当している。

健気な女性 3人のしんがりは,社会文化の一番

の古株 (年令ではありません)反田良子嬢,学生

からは,臨時の恋人に借 り出 され,先生方から

は,若いかもめの代役を仰せ付かっている。天真

爛漫とは,こ の人のためにあるような言葉,一緒

にいるだけで楽しくなるお人柄です。教室系職員

の仕事の大部分を占める図書購入の業務,管理等

を受けもち,学生を餌で釣っては,こ き使いなが

ら,その細い(?)腕で,本を運びまくっている。

情報行動科学 コース

ここには, 7名の女子職員が所属しております
~｀

V  
釜耕奥:]畢畠寒唇議T耐苛苦Ψ奪な桑ド会曇曾

室も,あちらこちらとちらば り,お互いに顔を会

わす機会も少ない状態です。皆が一堂に集まるこ

とが出来ましたならば,仕事も分担し,色々と仕

事の面で,能率もよくなるだろうと思いますが,

現在の状態ではどうにもならないと思います。し

かし,みんな個々にちらばってはおりますが,そ

れぞれの仕事場で,教官の研究や教育に補助的存

在として働いております。

情報数理系では旧自然棟 5階の数学図書室で

大林留賞さんが,情報数理系の経理,図書関係 ,

その他全般のお仕事をされています。また新館 6

階の岡本雅典教官室には,尾崎美枝子さんがおら

れ,主に電算室管理等のお仕事をされています。

生体情報系では,旧 白熱棟 2階の生物図書室

に,石川邦子さんと,高尾千衣子さんがおられ,

生体情報系の経理,図書関係,その他全般のお仕

事をされておられます。

行動科学系では,新館 2階の心理図書室で,房
野圭子さんが,行動科学系の経理,図書関係,そ
の他全般のお仕事をされておられます。また射場

純子さんは,プ レハブC棟 1階の生理心理実験室

で,杉本教官の補助的なお仕事をされています。

系に属さないで,情報行動科学コースに,私こ

と本原英 (ヒ デと読みます)がおります。コース

全体の経理をはじめ,事務全般にわたる仕事をし

ております。ただいまは,コ ース主任の関係で,

旧自然棟の2階にある生物図書室におります。簡

単ですが,情報行動科学コースの紹介を終らせて

いただきます。

環境科学 コー ス

野村 ミズエ……環境科学コースの総括的な事務

処理を担当しております。現在自然科学棟 4階の

教官室の一隅をお借りして机を並べておりますが

固定した部屋がなく,空部屋を求めて放浪するの

が悩みの種,どなたかお部屋を提供してくださる

方はございませんか。

越智厚江……今年の5月 から,経理の大ベテラ

ンである野村さんの下で環境科学コース全体の事

務をしています。環境をこわさないために人目を

忍んでひっそりと仕事をしていますが,本当はい

たって陽気な性格で,数々の失敗にもめげず,「明

るく,強 く,た くましくJを モットーに頑張って

います。

古谷まゆみ……私は,プ ンハブC棟の一室 (つ

ばた研究室)で,主に広大の西条移転に関する仕

事の手伝いをしています。趣味は,何でも気に入

るとす ぐにとびつく方で,特に楽器をいじる事。

只今20才 まだまだ若いのだから,いろんな事を試

みるつもりです。

辰川啓子……天文・科学史・地理系の教官のお

世話をしています。部屋は5階の地図室で本と地

図とゴミにうもれて生活いえ仕事をしています。

身長は 160rπで体重は?結婚生活10カ 月日, もっ

かの所進行形です。しかし,だれかさんに言わせ

ればもう秋のけはいがしているとかいないとか。・・

?今凝っているのは星占い。私はしし座,相性の

いい星はおひつじ座といて座,だれかいい人いま
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せんか…?男性・女性どちらでもOK
井手口富美子……私は教養部一→総合科学部に

渡り勤務し,現在は環境科学コースの一員に属し

ております。しかし環境科学コースと言われても

ピンとこず今なお数学科の・`・……という意識が強

く,以前の学科制がまだまだ抜けきれずいろんな

面で戸惑いを感ずる昨今です。

大田素子……化学第 3実験室で実験の準備や会

計関係の仕事を担当している,こ の道 7年のベテ

ラン。去る7月 31日 に無事女の子 (幸か不幸か御

主人にそっくりの)を出産。洋裁と料理が上手な

しっかりした奥様であると同時に,テ キパキと仕

事をかたづけてゆ く活動派でもあります。

(西田記 )

西田優子……社会人1.5年生です。化学実験室

で主に事務処理的な仕事を担当。推理小説が大好

きで,こ こ10年来ヒマがなくてもついつい乱読し

てきたせいか,すごいド近限なのデス。もっか食

べることと眠ることに生きがいを感じている,ロ

マンチックとは無縁の23才。

柿原敏博・……地学系の学生実験室において,化

石や岩石の薄片を作っております。この職につい

て3年■,化石や岩石をじっと見ていると語りか

けてきます。山膚の貝を手にした時の喜びもまた

いいものです。

春日みさえ……地質学研究室にお世話になって

はや ?年。相変わらず大小の失敗の繰返しで御迷

惑ばかりかけながらも頑張っております。

今では仕事の内容も事務関係を主としています

が,以前は顕微鏡をのぞいたり,地質図の色分け

をしたり,夏休暇を利用して恩師,後輩達と一緒

に水品を探して歩いたり,学生時代の延長みたい

で面白くやってきました。我ままも出る今日この

頃です。

岡 千代子……基礎講座に配置換になって早や

2年。勤続年数は長いものの研究室での仕事は初

めての経験も自分の仕事はこれだと断定できるも

のがなく,始めは戸惑った。しかし持前の呑み込

みの良さで今はどんな仕事もやりこなす。又,司

書の資格を持っており,尚■つ英会話に勉強会に

と勉強に勤しんでいる良妻賢母でもある。 (西岡

記)

.西岡由美子……部屋は機械器具等で殺風景で

も,彼女の笑顔がそれを補ってあまりあります。

実験器具の貸出,タ イプそれに経理関係の仕事を

担当しています。慎重派なので仕事は少々遅い

が,仕上 りは上々です。私生活では機械編み,洋

裁,日本画と趣味も広い。 (岡 記 )

外 国 語 講 座

外国語講座には 4名 の事務職員と,それ以外に

L.L教室に 2名います。新館の4階, 3階 , 2

階とに別れています。

4階の外国語Aの連絡室は主に英語,フ ランス

語,中国語,ロ シア語関係の仕事を吉田二美恵さ

ん,西垣由美子さん,野川啓子さんの3名が受け  _―
持ちています。授業や研究の補助的な仕事で図書

の整理,予算計算,事務連絡等多数の先生方の世

話で多忙をきわめている様子です。

3階の外国語Bの連絡室は主に ドイツ語関係の

事務を和田久美子さんが受け持っています。

2階の L.L教室では教務員の土井悠子さんと

事務職員の石原瑞恵さんが L.L装置の操作や教

材の準備など,授業の補佐をしていますo

保健体育講座・ 健康相談室

北門から一番近い入口を入ってすぐ右に折れた

所が保健体育の研究室です。正面玄関からはほど

遠 く,昼なお暗い所で,いかつい野獣たちの巣と    ｀

なっていますが,そんな中に気丈にもかれんな乙

竃季全ば]二兵 )｀ 京萩異暫軍詈λ覆』轟]攣な1  ヽジ
ノ
~

テランで彼女にかかるといかな野獣でも,その習

性の全てを知 り尽されている為か,たちまちおと

なしくなるようです。彼女は「 健康相談室」に籍

を置き,報告書作成の手伝いや整理などに追われ

ていますが,時には学生の相談相手になったり,

学内の野球チームの世話をしたりの多忙な女性で

そのせいか,一向に太れないのが悩みという羨 し

い人です。

もう一人の気丈娘,松村いく子さんは早 くも仕

事の全ては彼女にまかせておけば安心という定評

を得ている新人で,こ の野獣たちの格好の餌にな

るかと思いきや,反対に飼いならし,今では体育

の飼育係とでもいう,な くてはならない存在なの

です。
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そ うそうそしてもう一人,忘れてはな らない

人,空川学君がいます。彼は授業のある時は,南
グランドで体育実技の用具準備や,グランドの整

学 生 相 談 室

荒木和枝…∵・プレハブA棟の花?と 言うべきか,

それとも牢名主と言うべきか,どちらが私にピッ

タリかと言えば,勿論,前者であるノ (但 し,A
棟のみのハナシである。学生諸氏に言わせると後

者の意見断然強し)。 前者か後者かは, 学生相談

室へ来てからのお楽しみに……。

学生相談室で受付け,事務を担当しているタヨ

リ甲斐のあるお姉さんでファイ トの固まり。今

備などを受持っています。又あい間を見ては図書

の運搬,整理など,かよゎき女性の味方として大

いに活躍中。

夏,ア メリカ,カ ナダを旅して,日本だけでな く

外国でも背の高い部類に入るのを発見,極めて良

い気分 /
悩みごと,心配ごと,その他エ トセ トラ,そん

な時は相談室の ドアーをノックされたし。多少は

プラスになること受け合いノ気軽にプンハブA棟
2階まで来てみては ?……。
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