
恵道館が設けられました。この建物には大教室の

階段教室、情報処理実験教室および模擬法廷ので

きる教室も設けられています。

また紫苑館 とい う厚生施設棟があります。 1階

には約650席 の食堂 (生協 )、 2階には同志社大学

として初めての教職員ラウンジが設けられました。

ほとんどの建物を連絡ブリッジで結び雨天対策も

行っています。

ここで若干工学部について触れてみます。昨年

4月 の移転 と時を同じくして、新学科、改組転換、

学科名称変更と昭和38年 (1963年 )以来の変革を見

ました。知識工学科を新設 し、化学系学科は、機

能分子工学科、物質化学工学科と改組いた しまし

た。また機械系学科も機械システムエ学科 とエネ

ルギー機械工学科に名称変更をいたしまして、昨

年度より装いを新たに学生を受け入れています。

移転から8年 間の田辺キャンパスは、西佃1の体

育関連施設を除いて、夕方からは極めて静かなキ

ャンパスでしたが、昨年 4月 より毎日、工学部の

どこかの部屋で明 りが点 り、24時間人の気配が感

じられる状態となりました。

田辺に移れば格納庫 も近いし、度々部へも顔を

出せると思っていましたが、中々思 うにまかせな

い 1年間でした。私も航空部部長として、多くの

方々から叱咤激励を頂戴 しながら2年 間終わ りま

した。本年も勇往邁進励みます。

航空部便 り

所

監 督 新 庄 博 志

平素は学生の活動に深い御理解 と、御協力を賜

り、ありがとうございます。

3月 、震災の暗く沈んだ空気を吹き散 らす朗報

が入ってまい りました。久 しぶ りの全国大会入賞。

終わ りよければすべてよし。いろいろあ りました

1年間を、 うまく締め括ってくれたと思います。

花井君の個人 4位 とい う成績は、もちろん優勝に

は至極劣るものの、次大会へ向けて、明確な数値

目標を残 してくれた事、そして学生達も入賞する

ことが、より具体的に身近なものとして体感でき

たとい う点で、大へん意義深いと思います。

逆に、反省すべきは監督で、昨年度は東海関西

競技会や新人戦において、華々しい戦績も1又めら

れず、また同立戦 も連ねて敗退 し、あげ くは

Ka 6Eを破損させてしま う等、その御報告 とお

詫びの度に、私がどんどん萎縮 してしまいました。

これは私自身、監督 として、結果にとらわれ過ぎ

たことを深 く反省 し、いま一度、前向きに明るく、

毅然 とした気持ちを持ち続けたいと思います。

さて昨年末、全国大会へ出場するメンバーが、

オース トラリアで トレーニングを積みました。そ

の結果として、今回の花井君の入賞が直接的に結

びついたとは言えませんが、大切なことは学生が

自らの意志で、新 しい展開に踏み込もうとした事

です。ここ数年、年間の決められた、定期的な合

宿や事業を消化するだけに甘んじていたことは否

めません。私の責任で、北海道は今だ中途半端な

状態で、これもその うち学生達の心が動 く事を期

待 します。現状の年間スケジュールだけでは、物

足 りなさを感 じる者が増えてはしいものです。

私は昨年、学生達に「 3つの′し、Jの話をしまし

た。自立の精神、共生の思想、創造の情熱。 4年

間の航空部の経験によって、自信を持って社会に



飛び出 しては しい。

と共に、夢を語 り、

い と思います。

その為に私は、今年は学生達

希望を悦び、未来を愉 しみた

嗜ヤ 暑

オース トラリア遠征の

成果

那 須 浩 司

昨年12月 に 2週間ほど現役 4人 と一緒にオース

トラリア NSWナ‖のナロマインヘ行ってきまし

た。私自身それまで日本国内でしか飛んだことが

なくオース トラリアのような気象条件の良いとこ

ろでクロスカントリーをしてみたいとい う思いは

ありましたが、何よりも今回のオース トラリア遠

征を決心させたのはオース トラリアで飛ぶことに

よってどのような訓練効果が得 られるのかを教官

の立場 として (と いっても私はまだ教官歴 1年 で

すが)見 てみたかったからでした。最近は特にオー

ス トラリアに行 く現役学生が増えています。全国

大会にいたっては選手の過半数がオース トラリア

遠征の経験者です。しかし私にはオース トラリア

で飛ぶことが直接技量向上につながるとは思えな

かったのです。現にオース トラリアではソロにで

ていても日本ではソロにでられない者がいるとい

うことは良く耳にする話です。オース トラリア遠

征に40～ 50万 円の費用が掛かるわけですからそれ

なりの成果が上げられるようにアドバイスしてあ

げたいと思っていました。そこで今回の私の体験

談をまじえてオース トラリア遠征について感 じた

ことを述べたいと思います。

私達が行った12月 はオース トラリアの真夏にあ

たるため日中の地上温度は40℃ にも達 します。そ

のおかげでサーマルも非常に強く平均で 2m/s、

強いもので 4～ 5m/sに もな リトップも平均で

8000ft、 良いときは15000ft近 くにもな りました。

ですが体力も相当必要で私達も3日 目ぐらいから

疲れがたまりだし、長時間の飛行になれていない

ためか現役学生の うち 3人が寝込んでしまいまし

た。実は私も寝込みはしませんでしたが長時間の

飛行 と緊張で腕が痛 くなってフライトに集中でき

ずに 2時 間半で降 りた日もありました。とはいえオース トラリア地図飛行コース



5人 とも 5時 間滞空、獲得高度 1000m、 距離

50kmと 与えられたタスクをこなし銀賞をコンプ

リー トすることができました。いま思えばオース

トラリアの条件なら50kmな んてなんでもない距

離なのですが、クロスカントリーの経験が全 く無

い私にとってはR/Wか ら見えない旋回点に向か

って飛んでいくとい うことは少 し勇気のいること

でした。しかし徐々に旋回点がはっきりと見えて

くるのは私にクロスカントリーの面白さを初めて

与えて くれ ま した。そ してい よい よ飛行距離

300kmの本格的なクロスカントリーに挑戦です。

しかも三角形で300kmを飛ぶ とい うダイヤモン

ドロ的地賞で、旋回点は R/Wか ら北東70kmの

GILGANDRA と南 100km の PARKES です。 さ

すがにこれは先程の50kmと は格が違いました。

とい うのは50kmく
゛
らいの距離であればサーマル

さえ捕まえられさえすれば飛行することは十分に

可能です。 ところが300kmと なると、例えば20

回サーマルを使った としても 1回 平均15kmを 直

線で飛び続けることになります。これは日本では

なかなか経験できないことであり、それゆえ教官

側でもなかなかア ドバイスすることが少ないよう

に思えます。ですが飛行距離が長 くなればなるほ

どこの直線部分をいかに効率よく飛ぶかが重要に

なってきます。結局300kmは 私を含め 3人がタ

スクを達成 しました。そして次のタスクのダイヤ

モンド距離賞である500km(旋回点は R/Wか ら

Jヒ 140kmの COONAMBLEと 南110kmの TICH‐

BORNE)に挑戦とい うところで残念なが ら条件が

下 り坂になりだし、タスクは達成できませんでし

ソt。

今回のオース トラリアで感 じたことは夏のオー

ス トラリアの条件は格段に良い。いや、む しろ良
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すぎるぐらいだとい うことでした。つまり技量的

に未熟な者でも銀賞ぐらいなら可能でしょうし、

たしかに結果は出せるかもしれませんが、内容的

には好条件に助けられただけで、技量的にはあま

り伸びていないと思います。ですが、逆にライセ

ンサーレベルの技量を持つ者が行 くことは非常に

有効であると思います。とい うのはライセンスを

取得できるほどの基礎技術を身につけたとしても

日本国内では (特 に木曽川では)それを生かすこと

がなかなかできないからです。現に木曽川では昨

年 1年間で 1時間以上の滞空ができた日が20日 程

しかありませんでした。これではいくら本人が努

力 してもサーマルがないのではソアリングの練習

ができません。雪のないスキー場でスキーの練習

をするようなもので、技量を向上させるのは非常

に困難です。ですがオース トラリアではそれを可

能とする条件が揃っています。もちろん先 17■ ど述

べましたように、日本でのフライトとは規模が違

うので初めの うちはなかなかオーストラリアの条

件を有効に生かせないでしょうが、センタリング

技術、クルージング技術、ナビゲーシヨン技術 と

1つ 1つ 身につけていけると思います。そしてそ

れを手助けする教官自身の技術 UPも 必要であ

ると痛切に感 じさせられました。

(平成 6年卒)



クロスカン トリーの

醍醐味

主 将 田 中 輝 明

我々のフライト訓練の中で、いったいどのくら

いソアリングの機会があるだろ う。希にその機会

があってもおそらく「滞空」の域を出ない。私は

クロスカントリー (野タト飛行)と い う言葉は知って

いても、何かひどく疎遠な気が していたし、今の

ままでも十分グライダーを楽しんでいる気が して

いた。だが、急にオース トラリアに行けることに

なり、クロスカントリーを経験することになった。

12月 も中旬でシーズン初めのオース トラリア (ナ

ロマイン)は衝撃だった。果てしなく広がる大地と、

乾燥 していて突き刺すような暑さ、澄んだ空気、

そして何 より強烈なサーマルがあった。

クロスカントリーに出るにあたって、R/Wか

ら離れるとい うことにまず初めにぶつかる。実際、

50kmの 目的地を目指す ときでさえ、自分の飛び

立ったところはおろか、その町す ら見えなくなる。

いつも着陸場所を横目に見て飛んでいた私にとっ

てはまず勇気のいることだった。次にクルージン

グ。見えるのは農地、森、牧草地といったものば

か りで、位置がつかみきれない。時折通過する小

さな町で方向が正 しいことを確認する。今までは

とんど見たこともなかったコンパスが頼みの綱だ

った。何10キ ロも離れた場所で大きな沈 Fか ら逃

げきれなかった りすると、心臓が破裂 しそ うにな

る。親切なブリーフイングを頂いていたので、ア

ウトランディングに対する恐れなどはないのだが、

日標達成不可能かとか、この苦心が水の泡になる

かと考えると「恐いJと 感 じる。そんな中で旋回

点の町が見え出したときには、思わず叫び声を上

げそ うになる。300kmや 500kmに挑戦するとき

には、100km以上 も離れた町 (旋 回点)に行かね

ばならない場合もあるが、100kmと いえば大阪

から米原 ぐらいの距離である。また私が 5時間近

くかけて達成 した300kmを直線にすると、大阪

から富士山を越え、箱根山あた りまで行ったこと

になる。さらに高度は一番高 く上がった ときが

12000ftだ ったが、約4000mだか ら富士山よりも

高い。自然の力だけで何百kmも 何時間も飛べ、

そして何千mも Lがれるのかと思 うと感動で身も

震えんばか りである。オース トラリアで一緒に飛

んだ方の中には、1000kmの タスクに挑戦されて

いる方もいた。朝の10時すぎから上がって、日没

まぎわの午後 8時 ごろに帰投する計画だそ うだ。

今回の挑戦では、さらにグライダーの楽しみを

どこまで も続 く CLOUD STREETに 思 わず ニ ンマ リ !



広げるとい うよりも、全 く違った恐ろしく大きな

楽しみを知った。その楽 しみは競技のそれに近い

ようンこ思 う。明らかな目標があ り、そのフライト

の計画と判断の「結果Jがはっきりと表される。

緊張の連続 と、決 してギャンブルではないがそれ

に近い思考があり駆け引きがある。強い精神力と

体力が不可欠だ。それだけに成 し遂 lJ‐ た後の達成

感や充実感がこの }1な く大きい。私は、グライダ

ーほどいつも挑戦で、そして感動の多いスポーツ

はないのではないかと思 う。

今考えるに、クロスカントリーこそグライダー

の最大の楽 しみである。我々の基本操作の訓練は、

究極的にはクロスカントリーをするためだといっ

ても過言ではないだろ う。基本操作は条件であっ

ても目的ではない。逆にクロスカントリーをして

みて、基本操作訓練の目的や大切さがよくわかる。

そ うい うことを強く感 じた。この経験を通 じて、

私は「楽 しみ」 としての呆てしない日標を得たよ

うな気がする。再び、自分の精神 と体力、判断と

駆けヲ|き にツし戦 したい。

オース トフ リアの私

4年 大 館 美 和

ドキ ドキ ドキ……・。「どうしよう、 どうしよう、

うわ―っJ「車が大きい、えっ人がみえる―っJオ ー

ス トラリアでの 1発 目は、もう無我夢中でした。

とい うのも、日本では 1人で 1時間以上の滞空を

経験 したことのなかった私は、とにか くただグラ

イダーと一緒に浮いているのが精一杯で、地上の

景色は高度判断の 1つ の目安でしかなかったんで

す。だから冒頭のように機体の中で大騒ぎ。 1人
で手に汗握って叫んでました。フラフラになりな

がらそれでも 5時間。 う―ん、さすがオース トラ

リア。でもこれだけでは終わらないのもオースト

ラリア。

グライダーと私の目の前には、真っ青な空を背

景に真っ白な大きな大きな綿菓子のような積雲が

あちらこちらにポコポコポコ。「空ってこんなに

青かったっけ ?雲ってこんなに自くて、フワフワ

してたっけ ?J眼下にはス トーンと気持ちいいぐ

らい真っ直ぐにどこまでも伸びる道。あっちには

馬、こっちには牛、走 りまわってます。畑、河、

森。自然の中に思いだしたように現れる街。「か

わいいっ。おもちゃみたい。」おか しいぐらい当

た り前に空の先に地がある光景。一面に ドデーン。

夢のようです。一つ一つを発見する度に、 2発 目

以降の私は 1発 目とは違 う意味で大騒ぎです。い

ろいろな方にオース トラリアのことを聞いてはい

たんですけど、百聞は一見に如かずなんですね。

とにか く素敵なんです。

私が航空部に入部 した動機は、風に乗って空を

自由に飛んでみたいと思ったからです。でも、グ

ライダーはハンググライダーやパラグライダーと

比べて安全な反面、直接自分が大気に触れない分、

なかなか自分が空を飛んでいるとい う実感がわか

なかったんです。ところが、直接感 じなくても大



気の力ってすごいんです よ。あんなに大きくて重

い重いグライダー (と 私 ?)が、ボコツボコツ、持

ち上げられるは押さえつけられるは。かと思 うと

あっとい う間に何キロも先まで 気́に連んでくれ

た り。技量が足 りないのでまだ鳥のように自由に

(笑)と まではいかないんですけど、眩しい程の大

陽の光の中で、スーッと両脇に広がった雲 と一緒

に浮かんでいると、私って今空を飛んでいるんだ

あってしみじみ感 じました。今回1改 めて、グライ

ダーの魅力を矢Πりました。グライダーって本当に

様々な可能性があるんですね。今は、自分の手足

のようにグライダーを操縦 して、優雅に大空を飛

び回るのが夢です (いつになることやら…)。

フライトのことばか り書いてしまったのでナロ

マインでのアL活のことも少 し。とにかく果物がお

いしかった。バナナにリンゴにモモ等々.安 くて

すごく新鮮。それに具がはみだしそ うなサンドイ

ッチ。この 2つは毎日私のお腹を大満足させてく

れました。それからお肉の大きさといったら、食

べ盛 り(?)の 私 もさすがに食べ きれないことが

度々。なんだかつい食べ物の話になってしまうん

ですけど(笑).宿泊先も清潔で快適で、街の人達

もとても親切で毎日すごく充実 してました。

最後になりましたが、私は、このような喜びを

与えられた航空部での 4年間が本当に多 くの方々

の、とても大きな愛情に包まれてどれだけ幸せだ

ったのかと感謝でいっばいです。顔も見たことの

ない私達部員に多大な支援をしてくださった同志

社の OB・ OGの方々に、この機会にお礼を中し

llげ たいと思います。

CLOUD STREET ロオ旨して !

群青の空と白い雲。その中に居る私…



戦 績 報 告

第14回東海・関西学生グライダー競技会 (7位迄全日本選手権出場の予選を兼ねる)

(10月 22日 ～10月 30日  於 :福井空港)

<団体>  5位  同志社 A(ASK23)花井 (4年 )・ 山本 (4年 )・ 田中(3年 )

11位  同志社 B(Ka 6E)今 川 (4年)・ 大館 (4年 )・ 上田(4年 )

<個人>  4位  花井 仁 (4年 )

12位 今川 隆文 (4年 )

15位  田中 輝明 (3年 )

19位  山本 晋市 (4年 )

第19回 同志社・立命館対抗グライダー競技会     (10月 31日 ～11月 6日  於 :福井空港)

<団体>  優勝  立命館大学

準優勝 同志社大学         (通 算成績 :6勝 9敗 4引 き分け )

<個人>    1部 競技

1位 山本 晋市 (同志社 4年 )

2位 常世田 晃 (立命館 4年 )

3位 山田 啓晶 (立命館 4年 )

2部競技

1位 赤瀬 正洋 (同志社 2年 )

2位 増田 拓郎 (同志社 2年 )

3位 清水 啓介 (立命館 2年 )

<部門賞> 速度賞   山本 晋市 (同志社 4年 )

距離賞   山本 晋市 (同志社 4年 )

獲得高度賞 山本 輝明 (同志社 3年 )

第 9回東海・関西学生グライダー新人競技会   (11月 20日 ～11月 25日  於 :木曽川滑空場)

<団体>  3位  (増 田 赤瀬)入賞

<個人>  8位  増田 拓郎 (2年 )

9位 赤瀬 正洋 (2年 )

第35回全 日本学生グライダー競技選手権大会    (3月 4日 ～ 3月 12日 於 :妻沼滑空場)

<団体>  11位  (花井 山本 田中)

<個人>  4位  花井 仁 (4年)入賞
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航空部活動報告 (平成6年 4月 ～平成7年 3月 )

平成 6年

4月 1日 ～ 7日    新人勧誘期間 ASK23展示

男子 2名、女子 1名入部

4月 11日 ～17日   同志社 4月 合宿 (総発航回数313回 )         於

5月 7日       新島先生墓参

5月 11日 ～15日   同志社新人合宿 (総発航回数65回 )         於

5月 28日      新人歓迎コンパ                  於

6月 5日 ～12日   同志社自家用合宿 (総発航回数401回)        於

7月 17日      祇園祭参加 岩戸山

7月 23日      花火大会

8月 20日 ～ 8月 25日  同志社 8月 合宿 (総発航回数227回 )

於

於

ASK23 0A2354)耐空検査合格

9月 9日 ～ 9月 14日  同志社 9月 合宿 (総発航回数92回 )         於

9月 17日      学生役員交代式

9月 28日      ASK13 0A2256)耐空検査合格            於

10月 22日 ～10月 30日  第14回東海・関西学生グライダー競技会       於

10月 31日 ～11月 6日  第19回 同志社・立命館対抗グライダー競技会     於

11月 20日 ～11月 25日  第 9回東海・関西学生グライダー新人競技会     於

11月 26日 ～12月 1日  同志社11月 合宿 (総発航回数259回 )         於

12月 11日 ～12月 23日  オース トラリア ナロマイン遠征

那須教官、大館美和 (4年 )、 田中輝明 (3年 )

12月 15日 ～12月 30日  オース トラリア ナロマイン遠征

花井 仁 (4年 )、 山本晋市 (4年 )

平成 7年

2月 4日 ～ 2月 10日  同志社 2月 合宿 (総発航回数206回 )         於

3月 4日 ～ 3月 12日  第35回全 日本学生グライダー競技選手権大会     於

3月 17日      卒業生追い出しコンパ               於

[資格状況]

自家用操縦士    今川隆文 (4年 )、 瀬川貴之 (4年 )、 花井仁 (4年 )

山本晋市 (4年 )、 上田浩亮 (4年 )、 大館美和 (4年 )

田中輝明 (3年 )、 友田浩樹 (3年 )、 原田淳 (3年 )

認定ウインチマン  瀬川貴之 (4年 )、 田中輝明 (3年 )

田辺校地

木曽川滑空場

福井空港

ぎおん百番

木曽川滑空場

出町柳鴨川

木曽川滑空場

福井空港

福井空港

福井空港

福井空港

木曽川滑空場

木曽川滑空場

木曽川滑空場

妻沼滑空場

トー

於



Ka-6Eア イオーンの破損 と修理

主 将  田 中 輝 明

平成 6年 11月 、福井空港において第19回 同立対抗グライダー競技会を行いました。その練習

日に、我が部の宝 ともい うべき Ka 6E(JA2096ア イオン)を 、機体のとりまわ しの失敗 とい う

恥ずべき原因により破損させてしまいましたことは、先日ご報告させて頂いたとお りです。こ

れにつき、我々部員一同は様々なことを含めまして、深 く反省致 してお ります .

さてこの度は、その破損の状況と修理の方向についてご報告させて頂きます .

破損の状況ですが、テール ドーリーを巻き込んだlllll体 側の F部 (主翼近く)が陥没及び亀裂が

生 じてお り、さらに胴体尾部の 下部より前方にす じ状のペイントクラックができてお りましたc

写真もご参照下さい。

また、修理の方ですが、部長、監督、コーチをはじめ何人かの方にご相談いただいた_L、 万

全を期 し、仕上が りの良さをも求めたいと考えまして、業者に託すことにいたしました.2月
15日 に引き渡しを終えてお り、あとは待つばか りとい う状況です。業者の方のお話では、ノー

ズからテールまではしっている縦通材に損傷がなければ (おそらくない)、 それほど困難なこと

にはならないので、何 とか 5月 の新人合宿に間に合 うだろ うとのことでした。

最後に、費用のことですが、業者の見積 りで99万7040円 なのですが、幸い免責額 3万円を除

き、保険金で支払っていただくことができます。

以上のように一通 リー応のめどが立ちました。以後新たなことが分か り次第ご報告させて頂

きます。OBの皆様におかれましては、ご不満も多くお持ちのことと存 じますが、どうか今 し

ばらくの間お待ち頂きますようお願い申し上げます。


