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刊号は昭和35年2月5
日発行。A4版，4頁。

昭和28年3月に岩手大学教
育（学芸）学部卒業生同窓
会として北桐会が結成され、
7年を経て発行された。代
表者会議が盛大に開催され
たこと、同窓会7年の歩み、
支部便り、大学通信等が掲
載され、充実した内容となっ
ている。
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号より、これまでのタ
ブロイド判から、A5

版の冊子となる。表紙の題字
やカットが毎号のように変わ
り、書や絵画作品が多数紹介
されているのは、より多くの
方々の作品を紹介したいとい
う編集部の願いによる。17号
は岩手大学教育学部創立100
周年記念号。18号には、初代
編集長の谷地章氏、二代編集
長の内川吉男氏らを招いて行
われた座談会の様子が掲載さ
れている。

号より「桐の葉物語～
私の青春記～」が始ま

る。23号は北桐会結成30周
年記念号。「北桐の歩み」と
して、創刊号からの主な記
事・内容についてまとめら
れたほか、創刊号に掲載さ
れた佐々木盛男先生の「同
窓会創刊に当って」など、
これまでの主要記事が再録
されている。26号より「キャ
ンパス便り」掲載。
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号 よ りA4版、14頁
に体裁を改め、全会

員へ個人発送されることと
なった。41号には教育学部
改革に関わる寄稿と会員の
声が寄せられている。43号
では北桐会50周年記念事業
について特集が組まれてい
る。49号から統一されたロ
ゴを使用し、表紙のデザイ
ンを変更。頁も16頁に増や
すことができた。

30号発刊記念号は132
頁からなり、特集「北

桐に何を期待するか」には、
情報提供とともに交流の場と
しての役割を期待する声が寄
せられている。33号は40周年
特集号。「北桐会を創る」と題
された記念座談会の様子、40
周年記念事業報告が掲載され
ている。36号・37号では「岩
手の教育と北桐会」という同
じテーマで行われた座談会の
模様が収録されている。
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［巻頭言］ かんとうげん●

　昨年 6 月の第 ５１ 回北桐会評議員会において、前会長
の退任に伴い同窓会長を仰せつかりました。これまで同
様皆さまからのご理解とご支援ご協力を賜り、微力なが
ら北桐会の発展に努めて参りたいと思います。
　会長就任後を振り返って、会報「北桐」が ５０ 号を発
刊するまでに至り、これまで編集に取り組んでこられま
した多くの関係者に改めて深く感謝を申し上げます。特
に、多忙な職場の中に在りながら真摯な態度で編集作業
を継続されてこられた上田中学校の担当の先生方には深
く敬意を表します。また、岩手大学と岩手大学同窓会連
合の共催事業として「卒業生と修了生と学長との懇談
会」が昨年から開催されました。第１回目の会場となっ
た仙台市での懇談会参加者は、北桐会卒業生からは宮城
県仙北支部長１名のみでした。平成 ２３ 年度のこの事業
は札幌市で６月開催予定となっていますが、北海道支部
と事前に連携を図り多くの同窓会員が出席されよう取り
組んで行きたいと思います。昨年 １０ 月 ２９ 日早朝「同窓
会館」が全焼しました。この会館は昭和４３年３月竣工後、

国有財産として大学に寄贈されている建物ですので同窓
会に管理責任が及ぶことはありませんが、平成元年から
平成 ２１ 年４月まで北桐会事務局として使用していた施
設だけに一番ショックな出来事でした。原因不詳のまま
焼け跡は撤去され今は更地になっています。１１ 月には、
盛岡支部創立 ２０ 周年記念式典祝賀会で祝辞を述べさせ
て頂きましたが、組織の絆が如何に大事であるか改めて
痛感させられました。
　教育学部からこれまで延べ１万９千人以上の卒業生・
修了生を世に送り出していますが、同窓会員の皆さまか
らの様々な情報を活かし、教育学部の発展と現役学生（準
会員）への元気づけに寄与することができれば幸いと思
っています。そのためにもＨＰの充実・会報「北桐」の
充実・同窓会の支部活動の整備充実強化を図っていく必
要があると思っています。卒業生・修了生の皆さまには
今後ともお力添え賜りますよう宜しくお願い申し上げま
す。

 （昭和４０年度　甲一類　保健体育科　卒業） 

「会長就任後を振り返って」

会長　黒　川　國　児　
            岩手大学教育学部同窓会

　本年度は夏の猛暑が続く中で、円高・株安となり、円
高は今も続いています。猛暑は温暖化を伴う地球環境の
破壊が原因で、円高は経済のグローバル化に伴う世界経
済の不安定性が原因であるといわれます。ヒト、モノ、
カネ、情報の国境を超えた移動によって世界全体が一体
化たことによって世界全体の生産性を飛躍的に高め、発
展途上国の経済を離陸させ、寿命や識字率を向上させる
など、多大の利益をもたらしました。反面、途上国は先
進国型の生活様式を取り入れ、人口の激増、森林資源の
破壊と石炭・石油エネルギーの大量消費、二酸化炭素の
大量排出という循環を生み出しました。こうして地球の
温暖化と生態系の破壊の進行による動植物の多様性の危
うさ、水と食料の不均衡を拡大しました。
　文明の立場から地球の環境問題を調査を踏まえて実証
的に書いたジャレド・ダイアモンドは『文明崩壊』（草
思社、2005）で、環境が文明崩壊の要素であり、400年
のグリーランドのノース人社会、1600年代のイースター

島は気候変動等の環境が関係して崩壊したと指摘しま
した。今年度の名古屋のCOP10では生物多様性の問題、
メキシコでのCOP16では地球温暖化防止をめぐって先
進国と発展途上国との間の利害が議論されました。
　1970年代から環境問題に取組みを始めた岩手大学は
2010年11月に第２回エコ大学ランキングで２位、温暖化
防止いわて県民会議の「Eco- １グランプリinいわて」で
環境人材育成プログラムが最優秀賞、日本品質保証機構
から環境規格ISO14001を認証取得しました。12月には
東京ビッグサイトで開催した環境展示会に岩手大学の活
動内容を展示し、世界に向けて環境対策を発信していま
す。21世紀の人類社会の課題は、自然、人間、社会の中
から生み出された地球環境と生態系の破壊に導く負の循
環を切り替え、文明を発展させることが叫ばれています。
我々にその知恵を出し、努力することが求められていま
す。

 （昭和３6年度　甲一類　社会科　卒業） 

環　境　と　文　明

前会長　藤　原　隆　男　

            岩手大学教育学部同窓会
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『教育学部で学ぶ』

［特集］

　法学部への進学を希望していた私が、家庭の経済事情
から、岩手大学学芸学部（現教育学部）の小学校教員養
成課程に入学したのは、昭和25年４月であった。
　当時、戦後の教育改革によって各県に国立大学が開設
された。「雨後の竹の子」のように生まれたわが「岩手
大学」も、「駅弁大学」と評されるように、その実力の
程度は、県民からも余り期待されていないように思われ
た。
　私はその岩手大学に、小学校教員をめざして入学した。
　戦後、子だくさん時代の急激な児童・生徒数の増加に
もかかわらず、小学校教員養成課程（甲２類40人定員）・
中学校教員養成課程（甲１類80人定員）を卒業した場合、
教員就職率は100％と完全に保証されていた。勿論、教
員採用試験などというものはなく、学生もユッタリと自
由に大学での勉学を続けることができた時代であった。
　当時、第２回生として在学していた私は、どのような
大学生活をおくっていたのかを、今あらためて思い起こ
している。
　大学に入学し最初に聴いた講義で、その新鮮さと難解
さにまず驚いた。
　教育史の講義で「古代ギリシャ教育史」（石山脩平著）
を紹介され、図書館から借りて読んで、「教育」という
社会機能のもつ意義を考えさせられた。
　３年次の秋に日本教育学会に参加し、神田の古本屋で
東大教授吉田熊次の著書「陶冶と価値」を買い求めた。
　初めて経験するような難解な本であった。悪戦苦闘し
ながらも、人間形成における教育というはたらきかけの
重要性をあらためて認識することができた。
　このことが基礎になって、教育実習の場での子ども観

や人間形成の持つ意味を理解することに役立ったと言え
る。
　大学での講義の内容は、高校までの授業で「教えられ
る」内容と同じ受け止め方では、自分自身の実となり肉
とならないと実感したことを思い出す。
　講義でも難解な本でも、「熟読・熟考」し、自らの中で「現
実化」し、「実践化」する努力が必要であった思う。
　児童心理学や発達心理学の内容も、自分自身のなかで

「現実化」して、はじめて教育実習の場で実感できたと
思う。
　今日、教員養成学部に求められている現場に必要な、
いわゆる「実践力」の養成には、大学で必須の学問をと
おしての驚き・感動を、学生諸君一人ひとりがいかに「現
実化」し「実践化」に結合させるのかが、緊急の課題で
はないだろうか。
　半世紀以上も過去に経験した私のささやかな体験、学
問の世界と実践・現実の結合についての疑問が、古い先
輩のつぶやきと思われても仕方がないかもしれない。
　いろいろな考え方があると思うけれども、大学生活４
年間をとおして感じてほしい体験ではないだろうか。
　今の教育学部は、単に小学校・中学校の教員養成課程
だけではなく、多様な教育課程に学生諸君を迎えている。
　どの課程で学ぶ学生諸君も、入学当初に初めて触れた
講義で紹介された文献・授業や講義の内容から得た新鮮
な感動を大切に、自分の若い時代の財産を大切にして、
大きく飛躍して欲しいと考えている。

（昭和28年度卒業・第２回生）

　　　　　石　川　桂　司

岩手大学教育学部に期待すること

㈶岩手教育文化センター理事長　



　　　─ ３ ─

とくしゅう●

　岩手大学教育学部に期待すること

　昭和31年３月学芸学部を卒業し、盛岡市内の公立中学
校に勤務したのが教員としてのスタートであった。無我
夢中で始まった教員生活ではあったが、いくらか慣れた
５年の後、県立高等学校に転勤、岩手県高等学校体育連
盟（高体連）事務局の仕事と共に、多忙を極めた５年半、
殊にも４年目からは、日常の授業と高体連業務の外に、
全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の岩手県で
の開催４種目（体操、ハンドボール、剣道、山岳）実施
の本部事務局員として、日夜準備に追われながらも何と
か無事に終わることが出来た。その年の10月、年度途中
ではあったが、かねてから話のあった教育学部に採用さ
れ、間もなく教養部へ出向となり、以来平成11年３月ま
で、途中学部への改革と、人文社会科学部へ移籍しての
32年半、計43年間の教員生活を定年で終わってから、さ
らに、12年の時を経過した今日、依頼を受けたテーマに
ついて安請合いをしたことが、これほど大変なこととは
思いもよらず、苦悩の年末年始を過ごしてしまい、最近
まで四苦八苦の毎日であった。何はともあれ意を決して
ペンを取った次第である。
　昨年11月からしばらく教員養成について、学問・実践
力等についての議論が、地元紙岩手日報に載った。それ
ぞれの論旨は、それなりに考えさせられる内容であり、
久し振りに胸を熱くして読ませてもらった。いづれ教育
学部を初め必要に応じ、適切に対応されていくものと思
う。
　保健体育の免許状を持つ私は、人の健康、長寿を論じ、
それを願う立場にありその辺を切り口にしようと思う。
中学校教員時代には、扱う教材（運動種目）の要点を生
徒の眼前で示してやると、目を輝かせ挑むように、積極
的に食い付いて来た日々の充実感。若い頃はどんな教材
でも模範を示してやるのが、体育教員の資質の一つだと
いう自負もあった。そのため教材研究に当てる時間も半

端ではなかった。
　高校に移って回りの教員の中には、クラブ活動に命を
懸け、自分の評価は指導した生徒やクラブが全国大会に
何度出場したか、どこまで勝ち上ったかで決めてほしい
と声高にいう者もいた。勿論その成果を否定するもので
はないが、学校を構成する教員として授業をしっかり行
い、校務分掌をきちんとこなしているかが、評価の原点
でなければならないと思う。
　大学では主に教養課程の保健体育の実技と理論を担当
し、多くの学生と接して感じたことは、大学入学の目的
のはっきりしない学生、若さ故の生活にけじめの付けら
れない学生など、問題行動のある学生の多いことに驚か
された。教育学部となって教員養成学部として、学芸学
部とは違って目標のはっきりしたにもかかわらず、その
意識の持ち方の差には学生時代の自分と比較してみて、
大いに考えさせられることであった。
　中学校から高校、そして大学まで異なる教育現場を経
験し、今、遠近両用眼鏡の視点から母校教育学部を眺め
て思うことは、“全方位からの全人教育”ということで
ある。すべての学生に対しあらゆる方向からの教育的働
きかけはなかなか大変であろうが、学部教員の専門的知
見、或は、その立場からより深い関わりを持つことは可
能であろうし、そのことが幅広い思考や影響力を持つ教
員や、一般の社会人としても期待に応えられる人物が育
成されて行くものと思う。そんな観点からの学部の取組
みを期待したい。その上、人間として健康の自己管理が
出来ることが必要で、そのための環境整備も大事であろ
う。又、学生自からも健康状態を良く理解し、少しでも
異常を感じたら、いち早く専門家の適切な判断を受ける
勇気を持ってほしい。このことは、幾度か生死の渕を覗
いて来た者の切実なる願いでもある。

（昭和31年度　甲一類　体育科　卒業）

　　太　田　利　彦

岩手大学名誉教授　　　



　　　

教育学部に期待する

［特集］

　今の職にあって、学校や教育行政について、日頃考え
ていることや感じていることを反省を含めて書き、卒業
生としての教育学部への期待とします。

１　当たり前の人に
　⑴　違和感
　お祝い等の会があって、出席者の大半が学校の先生で
ある（OBを含む）場合、他の出席者はどう振舞えばい
いのか分らなくなる。話し掛けようにも何を話せばいい
か戸惑ってしまう。今年度数回聞かされた話です。そん
なこと無いだろうと言いたいのですが、どうやら本当ら
しい。大学から教員をめざし、教員となってひたすら子
どもたちの指導に当たっている先生。学校という特別な
社会があって、いつの間にかその中で長く生きていると
いうのだろうか。
　私も教員でした。今でも先生や校長先生と呼ばれるこ
とがあります。他の人の多くが違和感を持つとすれば一
人の人間として、教育に当たる者として歪

いびつ

なのかもしれ
ません。私の言動も、きっと同様に見えているのでしょう。
　⑵　社会感
　「社会感」広辞苑第六版を見ましたがこの言葉はあり
ませんでした。「一般的な社会的感覚，通常誰もが持っ
ていたほうがいいと思われる社会的感覚」ここではその
ような意味といたします。
　稀な例であると信じたいのですが、いくつか報道され
ました。児童生徒のノートや提出物に使ってはならない
言葉を書いて返したり、普段子どもと接する中で人格を
傷つける言葉があったりすることです。教える側と教わ
る側の関係の中で，こうしたことが実に何気なく行われ
る。時には熱心さの故であったりするようですが、これ
は一般社会ではあってはならないこととされます。だか
ら度々問題とされます。
　毎日の教育活動は、どう指導するかの判断の連続です。
その判断基準の基本部分に社会があることを忘れてはな
らないのだということです。私も現在教育行政を担う一
員です。このことは行政においても肝に銘じておかなけ
ればならないことの一つとなっています。

２　よりそって
　⑴　ひとり
　平成18年度はいじめが大きく取り上げられた年でし
た。命を落とした子どももありました。悲しい年でした。
今年度はまた問題とされています。調査によれば、この

ような行動に走ってしまう子は、孤独なようです。学校
で先生が、友達が、家庭で親が、どこかに繋がりがあれ
ばいいのですが、全てなくしたと思ったとき、注意が必
要なのです。だから、子どもが、「自分はひとり」だと
感じたりすることの無いようにしなければなりません。
学校では常に、寄り添ってやることが大事です。
　驚いたことがありました。長期休業中に、ほとんど友
達と接することのなかった子どもたちが、意外とあった
ということにです。引きこもりではないのです。このよ
うなこともあります。
　⑵　現実・実態
　指導は、子どもの実態を正確に把握しなければ成り立
ちません。秋にある小学校で、合唱の指導の結果（発表
会）を聴く機会がありました。著名な指導者が数回訪問
し指導してくださったとのことでした。彼は、一瞬のう
ちに子どもたちの力を把握し、的確な指導をするのだそ
うです。学年も全校の合唱も見事なものでした。教員は、
毎日の指導において、子どもの現実や実態をしっかりと
捉えておかなければなりません。指導はそこから始まる
といっても過言ではないからです。教科の指導も生徒指
導もこのことが適切でないと空回りするばかりです。寄
り添いが必要です。
　私どもの仕事も同じです。今年、盛岡市の₅年先を見
通した教育ビジョンを書き換えました。作業の大半は、
市の現実や実態の把握に費やされました。
　このこちで、一つ書き加えておきたいことがあります。
教育は論じやすいのでしょうか。いろいろな人がそちこ
ちで論じます。それらの論の中で、説得力のあるものは、
やはり現実や実態を正しく把握して書かれたものです。
それ以外は、現場にとって有り難くないものとなってい
ると私は捉えています。

３　願い
　思いつくまま書きました。教員養成は国の発展の根幹
に係わる仕事です。
　教育の営みで最も大切なことの一つが、国民からの信
頼を得ることです。
　知恵を磨き、明るく、たくましい子どもを育てるため、
人格を磨き、尊敬される社会人であり、子どもたちに寄
り添い、こよなく愛し、誰にも温かく接することのでき
る教員の養成を教育学部に望みます。

（昭和36年度・甲二類卒業）

　　　　　八　巻　恒　雄
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盛岡市教育長　　　　　



　　　

とくしゅう●

　岩手大学教育学部に期待すること
──	教師冥利に尽きる	──

　教師冥利に尽きるということばが、今の私の気持ちを最
も適切に表現しているように思う。
　一昨年、母校の水沢小学校で「泣き虫さんが教育長にな
る」というお話をさせて頂いた。開校記念日に母校の児童
たちに、私が小・中・高・大生そして先生・教育長と成長
していく過程を絵本等を使って話させて頂いた。小学４年
までは泣いてばかりいたのが、いじめっ子にいじめられた
おかげで奮起したこと。中学１年で弁論大会の弁士に選ば
れ、泣いて断わったが断わり切れずに出場し勇気を得たこ
と。高校時代には自分が最も好きで得意な勉強内容として

“数学”に焦点化したこと。大学４年生の教育実習の初授業
（正負の数の加減）の場面で頭がまっ白になり何を教えたの
かが分からなくなったが、寝ずに授業の準備をして、次の
授業では何とか生徒にうなずいてもらえたこと。先生・教
育長時代には「立場が人をつくり、人を変える」というこ
とを信念に自分を磨き続けたこと等々を幼い後輩たちの顔
を見つめながら話しているうちに私は教師になって本当に
良かったという気持ちが高まるのを禁じえなかった。
　教育に携わった44年間の自分の生き方を振り返って言え
ることは「仕事というものはこなすのではなく創るものだ」
ということである。なぜなら授業
はこなすのではなく創らなければ
生徒はついてこなかった。関数（対
応と変化）の指導をする時に教科
書の教材では飽き足りず、三角形
の内心の部分にできる∠Ｉとその
上に位置する∠Ａの対応が１対１
であり∠Ｉは90度に∠Ａの1/2を加

えたものであり、∠Ａと∠Ｉが共に変化する関数であると
いう教材で授業をしたところ中学２年生が目を輝かして授
業にくいついてくれ、更には外心の場合は？傍心の場合は？
と自分たちで問題を作り、“問題から問題へ”という考え方
も育ったことが思い出される。生徒たちが何を求めている
のか？と生徒たちをしっかり見つめ、その都度自分を見つ
め直し、自分を見つめる都度先輩たちを見つめ、何とかし
なければと自分を追いつめたおかげで、教員生活を送るこ
とができ、先生と呼ばれる生活ができたように思う。
　私は教育長をしながら、子供たちや先生方に欠けている
と憂えていたものに「人間関係を築く力」があった。10年
程前に「子供の豊かな人間関係をはぐくむ授業をめざして」
というテーマで小論文を書きそれに基づいた展開案を作っ
たことが思い出される。小中九年間の膨大な授業時間にこそ
人間関係が育つ授業を積み重ねることが肝要であると論じ
たものである。ましてコンピュータの時代となり、相手の
顔を見て話すということを必要としない今こそ、人間関係
を育まないことから生ずる弊害は大きい。いじめ・不登校
から端を発してひきこもる等、社会問題が生ずるのである。
共に学び友から学ぶということを徹底的に意識させ、授業
においてこそ人間関係を築く力を育ててほしいと願うもの
である。（下記展開案抜粋を参照）
　以上、教育学部の皆さんが教師になることを前提として
私の願いを書きつらねてみたところである。卒業した暁に
は是非教師になって子供たちの為に皆さんの人生を活かし
て頂きたい。
　必ずや教師冥利に尽きる日がやってくるはずであるから。

（昭和40年度　甲一類　数学科　卒業）

　　　　　菅　原　義　子 
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＜展　開＞
内容

段階
主　　な　　指　　導　　事　　項
学習過程をしっかり意識させる

人間関係づくりのための留意点
共に学び友から学ぶということを徹底的に意識させる

２　解決の構想をたてる
　　　⇩
　　方策の検討

　①　友達の考えの中の要点を的確にとらえる

　②　話し合いの計画をたてる

展
　
　
　
　
　
　
開

課
　
　
　
題
　
　
　
解
　
　
　
決

◎　既習事項や経験と関連させながら共通の足場を作って解決の
　糸口を見つけ出させる。そして、自分の考え方や予想を発表し
　友人の考えを知って全員が何らかの見通しを持つ

◎　学級集団の力でよりよいものを追求していく雰囲気を醸成し
　ていく。
◎　ある生徒の発言が他の生徒の発言に次々と引き継がれていく
　集団思考ができる土台を作る。

◎　教師は名司会者になる。
◎　お互いに認め合うことにより自分の味方や考え方のよさがわ
　かり、成果を喜び合うことにより、自信をもち、自らの考えを
　一層伸ばそうとする意欲を育てる。
　→学級集団を高める
　→好ましい人間関係が育つ
　→好ましい人間育成につながる

前奥州市教育長　　　　



　　　

畠　山　直　樹

　大学を卒業してから８年、本年度からようやく念願
だった教員としての生活をスタートしました。講師時代
とは違い、配属校にじっくり腰を据えて子どもたちと向
き合っていける喜びを感じつつも、担う責任と使命に緊
張感を持ちながら４月、スタートを切りました。
　そもそも私が教員を目指したきっかけは、大きく二つ
あります。一つ目は、両親の存在です。私は、中学校教
諭の父と小学校で養護教諭をしていた母の間で育ちまし
た。幼い頃から家庭の会話には学校の話題が多く、学校
でのエピソードにああでもない、こうでもないと喜怒哀
楽しながらも一生懸命な両親を見て、自然と自分の中で
教員という職業を特別に思うようになっていきました。
その想いは中学校進学時に将来の夢へと変わりました。
私の中学校は三つの小学校から生徒が入学するのです
が、当時その中の一つの小学校で母が働いていたため、
関わった子と私はクラスメートになることになりまし
た。その子たちは私の存在を知っていて、母との思い出
話をたくさんしてくれました。怪我や病気をしたときの
ことはもちろん、人間関係の悩みや学級での失敗談、叱
られたときのこと……。生徒と先生という関係だけにと
どまらない様々な話がありましたが、どの話でも最後に
決まって同じ文句で締めくくられました。「畠山先生っ
ていい先生だったよ。」私は、同級生からの母親への思
いに気恥ずかしくなりつつも、たくさんの生徒に慕われ、
信頼されている母がとても嬉しく、誇らしく感じられま
した。このことをきっかけに私もこういう存在になれた
らと、漠然とですが将来の夢として考えるようになりま
した。
　二つ目は、中学校時代の恩師との出会いです。私は、
中学校で３年間理科を教えていただいた担任の先生の影
響で理科教師になろうと決意しました。先生が見せてく

れる知的好奇心や探究心を揺さぶるような実験に、毎時
間の授業が楽しみで、科学の楽しさや素晴らしさをこの
とき感じました。誰よりも理科がわかりたくて、また先
生に認められたくて、テストの度に「絶対100点取るか
ら。」と宣言していたことを覚えています。今振り返る
とひょっとしたら理科というよりは、先生の魅力に惹か
れ、のめり込んだのかもしれませんが、漠然とした教員
という夢の種が、理科教師として芽吹いたのが先生との
出会いだったことに間違いありません。
　私の夢が芽吹いてから15年。一時は自分の薄っぺらさ
から教師として生徒の前に立つことに迷い、何か自分の
自信になる経験をと、長野県で自然体験活動の指導員と
して勤めたこともありました。少し時間はかかりました
が、そのような経験を踏まえながら自分色の花を咲かせ
ることができたかなと思っています。
　私は現在、花巻市立花巻中学校に２学年の副担任とし
て勤務をしています。生徒はとてもエネルギーがあり、
勉強や学校行事、部活動など生き生きと活動する姿に毎
日元気をもらい、楽しく学校生活を送っています。時に
迷い悩み、失敗することもありますが、職場の先生方か
らたくさんアドバイスをいただきながら、いろいろなこ
とに挑戦し、学ぶ機会を多く与えていただき、毎日が本
当に充実しています。一日一日を大切にし、今度は生徒
に一つでも多くの種を落とせるような教員を目指し、生
徒とともに成長していきたいと思います。

（平成14年度・中学校教員養成課程・理科　卒業）

き　っ　か　け

［桐の葉物語］
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眞　島　繁　明

　「教科と部活動を一生懸命に勉強しろ。そうすれば、
生徒との関係は大丈夫だ！」
　初任の時に、ある「先生」からいただいた言葉である。
その先生とは毎晩のように酒を酌み交わし、いろいろな
話をした。「本当の自由とは何か」「青年期のモラトリア
ム」「霊は存在するか」「なぜ俺は阪神が好きか」哲学的
な話からどうでもいいような話まで、熱く、遅くまで語っ
た。朝、ボサボサ頭の二人。ボーとしているといきなり
職員室で「鉄腕アトム」を歌いながらコーヒー豆を挽き
始める。いれたてのコーヒーをさし出す、先生らしくな
い「先生」に私はどんどん傾倒していった。
　その先生は国語の教師で、言葉を大切にする方だった。

「眞島、俺の授業を見に来いよ。」いつも声をかけてくれ
た。先生の教科指導は、文章の内面を生徒に気付かせる
授業だった。先生はその掘り下げた文章から主人公や作
者の「想い」を生徒たちに問いかけていった。だから、
答えは一つではない。生徒は一生懸命に文章と向き合い、
そして、主人公や作者に問いかけていく。行き着いた答
えは発表するのでは無く、生徒一人ひとりが熱く語るの
だ。それはところてんのように押し出された言葉ではな
く、形は様々であるが本物の言葉だった。「すごい。」そ
れしか言えなかった。今、考えてみても、やはり「すご
い！」の一言に集約される。先生は、生徒に教えるので
はなく、生徒に考えさせる。だから、生徒の答えを急が
ないのだ。
　先生の書いた学級通信はメモ書きのような手書きの通
信だった。文字だらけで、落書きのような（俺は絵の才
能があるんだけどな〜といつも笑っていた。）挿絵がは
いっていた。「確真」今でもファイルに綴ってある。い
つも賑やかな教室が通信を配布された瞬間、静まり返る。
先生が何を伝えたいかではなく、生徒が何を求めていた
のかだったのだろう。

　先生の専門はテニスだった。前任校では県を制覇して
いた。出会った時は、弱小ソフト部顧問。先生の部活動
指導は日常生活だった。当たり前のことを徹底させるこ
とだった。心を育て、その土台に技術を積み上げていく
指導方法だった。スパルタではなく熱かった。最後の一
球を捕球するまでノックを続ける。心が折れそうな生徒
に熱い言葉を投げかける。夕陽と土煙を浴びながら全力
でボールを追いかけているシルエットが今も忘れられな
い。女子部であるから、もめごとも多かった。空中分解
するかと思うような激しい場面もあった。でも、いつの
間にか選手たちの顔つきが変わっていた。「眞島、生徒
は教師をすぐに見抜く。本気か、そうじゃないか。」
　中総体。先生は10年以上も勝ち続けていた県大会常連
校に準決勝で勝利した。
　決勝前日、エースが疲労骨折でボールを握れないこと
が分かった。決勝戦は惨敗。「俺のせいだ……」選手と
一緒に涙したらしい。
　あれから、20年。この年代になってやっと先生の言葉
を本当の意味で実感する。山のように失敗をした。何度
も何度も後悔した。でも、あきらめなかった。いつの間
にか、生徒が走って技術室に来てくれるようになった。
いつの間にか、夢にまで見ていた全国の舞台で戦ってい
た。現在、私は生徒指導主事をさせてもらっている。い
ろいろな生徒、いろいろな大人がいる。たくさんの方々
に支えられて瞬間、瞬間を過ごしている。でも、ただ過
ごしているだけではないのか。先生から教わったことを、
今の私は本当に出来ているのか。そして、あの頃の先生
を今、私は越えられているのだろうか。
　いつも、いつも、自問しながら生徒と過ごしています。

（平成３年度・中学校教員養成課程・技術科　卒業）

先生らしくない「先生」

きりのはものがたり●
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狩　原　雅　裕

　昨年の10月下旬のこと、久しぶりに岩手大学を訪ねる
機会に恵まれた。卒業して、すでに27年が経っている。
最後にキャンパスに足を踏み入れたのは何年前のこと
だったろうか。はっきりとは思い出せない。
　現在私は岩手県南の中学校に勤めている。その日は、
本校生徒の大学見学の日であった。ひとしきりキャンパ
ス内の説明を聞いたあと、我々は中央食堂前に着いた。
ここで昼食休憩である。
　昼食をすませたあと、懐かしさに耐えきれず、私は思
わず教育学部の総合教育研究棟へと向かった。当時は１
号館、あるいは本館と呼んでいたような気がする。学生
時代、幾度となく行き来したこのルート。雰囲気は昔の
ままだった。
　技術科に籍を置いていた私は、主にその校舎の１階に
入りびたっていた。当時、１階には技術科学生の集合場
所である共同研究室があった。その研究室の窓を開ける
と、自然観察園方面の風景が目に飛び込んでくる。我々
はそこを「裏庭」と呼んでいた。そして、暇を見つけて
は研究室の窓から外に飛び降り、そこでキャッチボール
などに興じたものだった。
　校舎の外見はなにも変わっていない気がした。しかし、
２階にある正面玄関から中に入った瞬間、昔とは全く違
う内部の様子に大変驚いた。当時は薄暗く、無機質的な
イメージがつきまとっていた廊下が、まったく別なもの
になっていたのである。真っ白な壁と天井が明るさを演
出し、板材で覆われた腰板が心に潤いを与え、各研究室
のえんじ色のドアが重厚感をかもし出していた。
　１階に降り、廊下を突き抜け、いちばん奥の出入口か
ら外へ出た。この出入口も幾度となく通り過ぎた思い
出の場所である。ここから左に進むと技術科の畑があ
る。馬場のすぐ隣だ。右側は裏庭だ。かつての憩いの場
所……。
　とたんに、あの頃の記憶がより鮮明によみがえってき
た。まさに青春まっただ中、何事にも代え難い充実した

楽しい日々。できるならばもう一度戻ってみたい。そう
思わずにはいられなかった。
　腕時計を見た。そろそろ集合時間であった。私はゆっ
くりと道に沿って歩き出した。３号館を左に見て、裏庭
を右にながめながら進んだ。目に飛び込んでくるものす
べてが懐かしかった。
　私はある建物の前で立ち止まった。「まだあったんだ。」
私は思わずつぶやいた。その古びた木造の建物は、裏庭
の端にひっそりと存在していた。そのたたずまいは、昔
とまったく変わっていなかった。学生時代を含め、中に
足を踏み入れたことはなかったが、毎日目にしていた建
物だ。しかし、当時はあまり意識していなかった。その
存在は当たり前であり、何の違和感も感じたことはな
かった。そして、特に思い出があるわけでもなかった。
しかしそれ故なのだろうか。妙に心が動かされた。キャ
ンパスや校舎や裏庭よりも、より一層懐かしさが私を包
んだのである。玄関に看板が掛けてあった。私は声を出
して看板の字を読んだ。「岩手大学教育学部同窓会館」
その名称をはっきりと認識したのは初めてだった。
　今まで何人の卒業生が、この建物の前で若き日々を思
い出し、感慨にひたったのだろう。おそらく数え切れな
いだろう。いつまでもそのような存在であってほしい。
そしていつの日か、私が再びここを訪れる機会があった
なら、また、昔を思い出させてほしい。私は強くそう願
わずにはいられなかった。
　同窓会館が消失したことを知ったのは、それから数日
後のことである。私は呆然とそのニュースを聞いた。あ
の日、あの建物に、あれほど惹かれた理由がおぼろげな
がら分かったような気がした。私にとって青春時代を思
い出させる貴重な存在が、一つ消えてしまった。とても
残念でならない。

（昭和58年度・中学校教員養成課程・技術科　卒業）

懐

［桐の葉物語］
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熊　谷　セツ子

　教員免許状の更新が義務付けられたので、私も自分の
免許状を探してみました。桐の葉の校章が付いた筒から
免許状と一緒に岩手大学の卒業証書が出てきました。昭
和 ４９ 年３月の日付で証書番号が「教育第 ５１８７ 号」、旧
姓が濃い墨でくっきりと書かれ、朱の印が四か所に押さ
れています。川本忠平教育学部長名が記され、岩手大学
で４年間確かに学んだ証です。手にしたのは、何十年ぶ
りでしょうか。懐かしい気持ちになりました。　　
　当時は大学紛争終盤の頃で、大学改革を叫ぶヘルメッ
ト集団が乱入し、入学式が途中で中止になりました。私
は、紅梅寮に入寮したもののオルグの攻勢に閉口し２ヶ
月で退散。その後は、４畳半を間借りし自炊生活を送り
ました。甲 2類なのに副専攻はなぜか英語でした。その
いきさつはもう忘れましたが、シュレーア先生の英会話
を LL 教室で受講したことを「緊張感」とともに思い出
します。張りのある凛としたすてきな先生でした。また、
辞書と首っ引きでスタンダールの「恋愛論」に夢中になっ
たり、新渡戸稲造の「BUSHIDOU」やパールバックの

「大地」などを読んだりしました。飛ばし読みでも斜め
読みでも原書を読んだ気分に浸りたかったのかもしれま
せん。卒論は英語でまとめなければなりませんので、当
時の英文タイプライターで悪戦苦闘しました。パソコン
もコピーもない時代でした。（あの卒論はいったいどう
なったのでしょうか。）
　私の初任校は葛巻小学校でした。初任給は確か
三万八千円余り。（大学の特別奨学金は八千円）何もか
もが新鮮で一生懸命でした。周囲の先生方にどれほど迷
惑をかけているか気付きません。最初の授業研究会も得
意になって始めたものの、授業の中盤で立ち往生してし
まいました。その当時の子どもたちに出会うと「先生を
助けてあげた」ことが思い出話にでてきます。自己本位
で試行錯誤状態で“曲がりまっすぐ”の５年間は、かけ
がえのない私の貴重な「財産」です。

　２校目は盛岡の城南小学校、３校目は桜城小学校。合
わせて １6 年間、国語の研究校で学びました。作文・説
明文・物語文・そして「話す・聞く」と、教材研究と授
業実践に明け暮れた時期です。学校公開や国語の研究大
会の資料が段ボール箱に詰まっています。開いて見るこ
とはもうありませんが、捨てることもできなくただ積み
上げています。１6 年間の国語研究を通して、指導法や
研究の視点がいくら変わっても、国語の授業づくりの土
台はそれほど変わらないと思っています。系統立てて順
序良く、繰り返し指導を積み重ねることです。
　その後、盛岡市教育委員会で６年間、行政の仕事をさ
せていただきました。学校とは違った経験で戸惑いもし
ましたが、たくさんの人たちとの出会いがありとても感
謝をしています。ビクトリア市への中学生派遣事業に同
行した時に、カナダの中学生が自分の考えを堂々と伝え
る姿に表現力の差を見た思いがしました。また、ソウル
の小学校を視察した時は、早々に英語教育が行われてい
て意欲的に英会話に取り組む小学生に驚きました。グ
ローバル化の時代を迎え、日本の教育は何かが足りない
ぞと痛切に思ったものでした。広く見聞することの大切
さを学びました。
　今は米内小学校で勤務しています。校長として学校経
営に携わり、日々子どもたちの姿に一喜一憂しながら楽
しく過ごしています。近年は、子供たちの状況が様々で
難しい対応が増加しているように感じています。
　この春、停年退職を迎えます。私の教員免許は更新さ
れることなくこのまま「失効」してしまいます。教師生
活を振り返る余裕はまだありません。私なりに教職生活
の最後をしめくくりたいと思っていますが、とりあえず
健康で明るく心豊かな毎日を過ごすことが目標です。

（昭和４９年度　甲二類　卒業）

免許期限切れ間近

きりのはものがたり●
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　大学入学以前、私は大学生は勉強は一人で取り組み、
日常生活も一人で行動することが増えるのだろうと思っ
ていた。それが独り立ちへの第一歩であるのだと、勝手
にイメージしていた。しかし、大学生活が実際に始まる
と私の予想とは少し違う生活がそこにはあった。日常生
活では、何かをしなければいけないという決められた時
間が大学では少なくなったので、その分同じクラスの仲
間と一緒にいることが多くなった。授業の話、部活の話、
進路の話、他愛のない話など、色々な話をしているが、
そのどれもが私にとって心を落ちつかせ、穏やかにする
大切な時間となっている。勉強では、私は進学校から大
学に入った訳ではないので、大学の勉強で理解できない
部分が多くあった。一人で高校の勉強を全てやり直して
いる時間はない。そんな時に、同じクラス、又は同じ授
業を受けている仲間が支えになってくれた。さすが教育
学部の仲間というべきか、教え方も上手くそのおかげで
私は単位を取りこぼすことなくここまできている。
　もちろん、大学生になり日常生活では親を頼って生活

をおくるということは減り、勉強でも自分の学びたいも
のを自ら選択して行うようになた。だが、仲間との繋が
り、信頼は大きくなる一方である。
　また、私は部活動もやっている。高校までの活動と違
い、練習メニューや日程なども考えるようになった。一
人でメニューを考えたり、日程を決めたりすることは
チームとして動く場合はまずない。チームメイトとプ
レーや運営について話すことが増えた。良いチームを作
ろうとする為の話し合いは、チームの絆を深めることに
繋がっている。
　入学前に思い描いていた大学生活とは少し異なる生活
を現在は送っているが、私はこの生活をとても気に入っ
ているし、それを成り立たせてくれている仲間に感謝し
ている。この仲間は一生の友となるだろう。
　残り一年、仲間との友情を深めるとともに、将来の自
分の夢を叶える為、より多くのことを学び、笑顔で卒業
式を迎えたい。

松　葉　　　開
（生涯教育課程　スポーツ教育コース３年）

大学生活を送る中で改めて感じたこと

　あっという間の大学生活であった。しかし、今までの
学生生活の中で、最も満ち足りていた時間であったと言
うことは確信をもって言うことができる。
　私は初め、幼稚園の教諭になりたいと思い幼稚園教諭
の免許を取得できる岩手大学教育学部へ進学した。しか
し、そこで小学校の教育を学ぶうち、小学校の先生とし
て働きたいと思うようになった。特にも、大きなきっか

けとなったのは三年次の教育実習である。
　もともと子どもが好きであったので、教育実習は楽し
みにしていた。しかし、実際に始まってみると教えるこ
との難しさに直面した。どのような言い回しをするか、
どの順序で教材を提示するか、毎日悩みながら授業を考
えた。自分の授業が終わると反省だらけであったが、そ
の後に子どもが「こんなことがわかるようになった」と

［キャンパス便り］

前　野　美　紀
（学校教育教員養成課程 小学校教育コース４年）

四年間を振り返って
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喜んで話しに来てくれることもあった。短い実習では
あったが、子どもたちが日々成長していく様子を目の当
たりにし、この成長を間近で見ることができる教師を生
涯の職業としたいという気持ちを強くした。また、指導
にあたって下さった先生は、親身に相談にのって下さり、
こんな先生になりたいと目標を持つことができた。
　大学では、今までの自分を振り返る機会も多くあった。
高校までの自分の姿勢が受動的だったことに気づき、学
ぶためには積極的な姿勢がどれだけ必要なのかというこ
とを体感することができた。そして、それだけではなく、
大切な友達も得ることができた。仲が良い中でも、お互
い切磋琢磨しあえる仲間である。また、他愛無い話から

将来の不安・悩みなどを共有してくれた。彼らがいたか
らこそ、人間的にも成長できたのだと思う。
　実り多い大学生活を送れたのは、私を支えて下さった
多くの人がいたからであると、振り返って実感している。
多くの学びを授けて下さった先生方、影でいつも支えて
くれた両親、そしてここでは書き切れない程の方々がい
たからこそ、こんなにも充実した大学生活が送ることが
できた。卒業を三月に控え、感謝の気持ちでいっぱいだ。
四月からは幸運にも、夢であった小学校の教諭として働
くことができる。期待とともに、不安も大きい。しかし、
この岩手大学で学んだこと、そしてそこで得た仲間のこ
とを忘れずに、一歩一歩、堅実に歩んで行きたい。

きゃんぱすだより●

　平成５年３月に教育学部を卒業後、岩手大学に事務員
として勤務し、既に１８年が経とうとしています。昨年４
月に教育学部の事務部に配属となり、出身学部に帰って
きた縁を感じつつ、一年を過ごして参りましたが、綺麗
に改修を終えたばかりの総合教育研究棟（旧１号館）を
見るにつけ、「さて、自分はどれだけ成長できたのだろ
うか」と考えさせられます。
　学生時代を振り返りますと、講義室の窓から見える自
然観察園の木々を飛び回るリスを横目に、月曜日に開講
する哲学や倫理学の講義が好きで、自由に使える時間は、
いろんなことを考えるための時間にあてようと意気込ん
でいた自分を思い出します。私が学生の頃に得たものを
あげるときりがないのですが、所属した法学研究室では
法律的なものの見方や考え方、教育実習では事前準備の
大切さや人前で話す度胸、アルバイトでは社会や仕事の
厳しさ、サークルではかけがえのない仲間と妻？……な
どなど、すべての体験や出会いが現在の自分を形成し、
無駄な時間や事柄は一つもなかったとさえ思えます。自
分に直接関係した諸先生方や友人達はもちろん、陰で支
えてくださった全ての人達に感謝してもしきれません。

「自分が受けた恩を次世代の学生たちに返し続けなけれ
ばならない」。これが大学職員となった私のぶれてはい
けない大きな軸の一つです。
　また、４０年という人生で、自分が大きく成長したと感
じる時には、必ず誰かの背中を追っていた気がします。
幸いにして私は、岩手大学に勤めてからもよい上司に恵
まれ、その立派な背中を見続けていますが、時には反面
教師としての背中という場合もあるでしょう。一方で、
背中を見る側だけではなく、大学で働く私自身が、将来
社会人となる学生に見られている立場であることも忘れ
てはなりません。
　私には小学生の子どもが二人いますが、自分の子ども
に父としての背中を見せることや地域の子どもたちに大
人としての背中を見せることと同様に、学生達に社会人
として恥ずかしくない背中を見せることができるよう
に、大学のプロスタッフとして成長し続けたいと思いま
す。

（平成４年度　小学校教員養成課程　社会科　卒業）

篠　村　幸　和
（岩手大学教育学部　学部運営グループ　主査）

自分の背中



　　　

　
　

　  
　

人それぞれ

保健体育科　山下　芳男
  

　昭和52年に岩手大学に赴任してから34年間、小学校体
育実技、器械運動の指導を通して、学生から数多くのこ
とを学びました。
　例えば、マット運動の大きな前転のための段階的指導
として「大きなゆりかごと」と「止まり前転（後頭部を
着いたとき一度止まる）」を行ったときのこと。まず、
大きなゆりかごの指導、これはうまくいった。さあ、止
まり前転だ。示範をして学生に実践させる。あれっ、み
んな止まれない！ごろりと回ってしまう。簡単にとまれ
ると思っていた私が甘かった。とまれない学生の試技を
見て、手を体の近くにつき、そのままごろりといくこと
に気がついた。そこで、学生を集め、手をやや遠くにつ
きゆっくり回ると止まれることを示範し、再度実践させ
た。ん？うまく止まれる学生とまだ止まれない学生がい
る。よく見ると頭頂部をついて回転しごろりといく学生、
足でけるようにひょいと膝を伸ばしてごろりといく学生
がいる。そりゃそうだ。人それぞれだ。また学生を集め
て止まれないやり方と止まれるやり方を示範し、動きの
違いを確認させてから止まり前転に挑戦させた。やりな
れた前転、ポイントが分かればほとんどの学生は止まれ
るようになった。人それぞれ、よく見てポイントをおさ
えて指導することの重要さをこのとき改めて認識した。
　最後になりましたが、北桐会会員の皆様、教職員の皆
様34年間本当にありがとうございました。

「退職にあたって」

保健体育科　小笠原　義　文 

　昭和３９年学芸学部に入学し、３年生４月から教育学部

となって昭和４３年卒業しました。県立軽米高校教諭を１

年で退職した後、岩手医科大学教養部に採用されて８年

１ヶ月１日勤務。教養部改組で人文社会科学部となり、

設立認可を受けた５月２日付けで保健体育講座に任用さ

れました。学部創設に伴う専門教育科目「社会体育」の

学部必修化、大学設置基準の大綱化に伴い一般教育科目

「保健体育」が必修から外される影響から、各学部２〜

３単位縮減することに関わったことなどが思い出されま

す。さらに、国立大学学校教員養成系大学及び学部の学

生定員５千人削減に伴い、教育学部に新課程を開設する

ことになり、平成１２年４月全学的大学改革の名目で教育

学部へ「配置換え」となりました。大学院授業科目や学

部専門科目を担当することへの不安もありましたが、自

由闊達で元気溢れる学生達に指導できた喜びもあり充実

した１１年間でした。その間、附属中学校長を３年間併任

しました。何事にも積極的で高い目標を追求しようとす

る生徒たちとの出会いと、日々研究を続ける素晴らしい

教職員の協力で大過なく勤務させていただきました。ま

た、５０年振りの盛岡市内陸上競技大会総合優勝、４８年振

りの県中総体において野球部優勝などその場面に居合わ

せたことは望外の喜びであり良い経験だったことと、自

分の修了した大学と学部で勤務出来たことの幸せに感謝

しています。「北桐会」役員も仰せつかっていますが、

今後も微力ながら協力を惜しまず母校後輩たちの活躍と

「北桐会」の発展を祈っています。
（昭和４２年度　甲一類　体育科卒業）
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［思い出］─ 退任される先生方から ─

　お世話になった教育学部の先生方４名がこの
３月に退任されます。
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おもいで●

退職にあたって

特別支援教育科　加　藤　義　男 

　着任してから３９年という時間がすぎました。この間、

同窓会の皆さま方にはいろいろな形でたくさんのご支援

とご協力をいただいてきました。厚くお礼申しあげます。

また、地域のなかで、発達の困難さをもつ人たちと共に

歩いていきたいという私の思いをこころよく受けとめて

いただいた同僚・関係者の皆さま方に厚く感謝申しあげ

ます。

　従来の特殊教育から新たな特別支援教育への転換がお

こなわれて４年ほどが経過しています。共に学び共に生

きるという特別支援教育の理念が教育現場や社会に少し

ずつ浸透してきていますが、実質的な実践として展開す

るまでにはまだまだ時間が必要です。折しも、昨年１２月

の岩手県議会で「障がいのある人もない人も共に学び共

に生きる岩手県づくり条例」が可決されました。その第

１２条に「障がいのある人が障がいのない人と共に学び、

必要な教育を受けることができるよう、教育の支援体制

の整備及び充実に努めるものとする」とあります。この

条例が具体化され、共に学び共に生きるということがご

くあたり前のこととして教育現場や社会に根づくことを

念願しております。私も、心理臨床に携わる一人の相談

員として、可能なかぎりかかわり続けていきたいと願っ

ているところです。

　同窓の皆さま方、とりわけ、特殊教育学科（養護教育

学科）に学ばれた同窓の皆さまのご健勝とご活躍を心か

ら念じつつ、筆をおかせていただきます。

退職にあたって

技　術　科　田　中　　　稔 

　岩手大学での２０年が終わろうとしている。前任校の室

蘭工業大学と合わせると、大学における教員生活は４０年

になる。

　私の専門は機械工学で、機械工学のコンセプトは「機

械をつくる」ことであるが、技術科教育のコンセプトも

「ものをつくる」ことである。「ものづくり」には構造や

機構、強度に関する基礎的な知識だけでなく材料や加工

法の知識と加工の技能が必要となる。目的のものを設計

図通りに作っても、目標とする性能を発揮するとは限ら

ない。出来上がってからの調整も大切である。

　そこで、赴任して５年目頃から授業で学生に「ものづ

くり」をさせている。「輪ゴム１本で３０ｍ（現在は３５ｍ）

以上走る自動車」、「風に向かって走る自動車」、「豆電球

を明るく点灯させる風力発電」、「時速４km（現在は時

速５km）以上で走るスターリングエンジンカー」である。

学生はこれらのテーマに取り組むが、スターリングエン

ジンカー以外は授業時間外の作業なので、学期末の１〜

２週間で作ることが多い。したがって、論理的にものを

考えて作るというより、先輩の作品を改良することが多

い。それで、どのテーマも目標をクリアーしたら翌年は

目標を高く設定して、さらに工夫させるようにしている。

　与えられた条件の「もの」を製作するには、条件を満

足させるための設計法と設計データが必要になる。未知

の部分に関しては実験してデータを得る必要もある。

何よりも大切なのは順序立てて物事を考えることであ

り、私の授業における「ものづくり」もこの力を養うこ

とを念頭に置いて始めたのであるが、これがようやく芽

を出し始めたところで、定年である。

　教育は難しいし、時間がかかると痛感している。



　　　

［活動報告］

岩手大学スポーツユニオン代表　鎌　田　安　久

１．取組の概要

【発足の経緯】

　少子高齢化が到来し、子どもの体力低下や老老介護、メタボリッ
クシンドロームが話題となっている現代社会において、その対策
の有効な手段としてスポーツ活動があげられています。もちろん
これまで同様、青少年における心身の健全な育成や余暇活動、生
きがいとしてスポーツは欠かせない存在であり、こうした中で本
学の、スポーツ、健康に関する「知」の発信を求める地域の要望
は非常に多く、これまでスポーツ学系の個々の教員は地域や競技
団体等とのつながりの中で合同練習や練習試合などの地域貢献活
動を展開し、一定の効果をあげてきました。しかし、更に効果的
にスポーツ、健康分野の地域貢献活動を行い、地域のニーズへ対
応していくためには、組織的対応が不可欠であることが明らかと
なってきました。同時に国家政策としてのスポーツ振興法により、
地域のスポーツ環境支援事業が推進され、地域貢献のシステム（組
織）を構築することが求められ、平成18年度から岩手大学地域連
携推進センター生涯学習部門に「岩手大学スポーツユニオン」（通
称；がんちゃんスポーツユニオン）を設置することとなりました。
スポーツユニオンとは、岩手大学のスポーツ関連の知的資産（教
職員・学生・スポーツ施設・研究成果）を結集した連合組織です。
この設置に伴い、大学におけるスポーツ関係窓口がスポーツユニ
オン１つになったということになりました。

【活動内容】

　地域のスポーツ振興、競技力向上、体力向上、指導者養成、健
康増進等のスポーツ・健康に関する課題解決策、振興策等の支援、
共同研究や受託研究事業を受け入れております。また、自治体、
体育団体への指導・助言や各関係団体等と連携した事業の開催や
共催及び後援も実施しています。
　スポーツ・健康分野に関する岩手大学公開講座の企画、実施、
初心者、指導者向け講座及び普及講座、学生向け講座の実施も数
多く実施しています。

【成果・効果】

　スポーツユニオン受託事業として「総合型地域スポーツクラブ
創設支援業務」や「いわてスーパーキッズ事業」を実施しており、
岩手県の「スポーツ振興計画」に大きな役割を果たしています。
自治体からの受託研究では、介護予防に関する諸調査、効果判定、
事業改善のための運動指導を中心としたプログラム開発を実施し
ています。
　また、各種スポーツ教室や指導者養成講座を中心とした公開講
座では、スポーツユニオンの主催で平成19 〜 20年度に22講座を
開講し、延べ855名の参加がありました。その他、自治体や市民
団体の要望に応じ、パートナーシップ事業（講師派遣事業）を行
い実技指導や講演会を各種実施しています。

【考慮した点】

　元々、スポーツ学系個々の教員が行ってきた地域貢献の活動を
土台として組織的な取組を実行することで、「知」の拠点として
の役割を果たしています。また、スポーツ、健康分野の地域貢献
においては、様々な点で自治体との関わりが非常に重要となりま
す。この点を充分に認識し、より効果的な地域貢献を可能にする
ため、スポーツユニオン設置前の構想段階から自治体や各種団体
向けにスポーツユニオン設置に関する説明会等を開催し、構想の
共有化を図りながら推進してきました。

２．今後の課題

　活動を開始して予想以上に地域のニーズが多様であり、現状で
は岩手大学のみで、すべてを受け止めるだけの許容量がありませ
ん。現実的には、得意分野とそうではない分野を明確にして、他
大学との連携等も視野に入れていく必要があります。また、学内
的なコンセンサスや位置づけをより明確にすることによって、新
たな資源の開発や事業の可能性を広げていく必要もあります。
　今後、岩手大学の持つスポーツ・健康に関する様々な資源をわ
かりやすく、地域に発信できるシステムを構築し、他組織と連携
しながら地域の多様なニーズに応えていけるようにと考えていま
す。今後のがんちゃんスポーツユニオンにご期待ください。

地域スポーツ振興の起爆剤に！
岩手大学スポーツユニオン
（通称；がんちゃんスポーツユニオン）
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かつどうほうこく●

岩手県教育委員会・（財）岩手県体育協会　主催

「いわてスーパーキッズ発掘・育成事業」

学長杯がんちゃん中 1 サッカーリーグ開会式

（参加中学生 104 名）
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岩手大学スポーツユニオン
(がんちゃんスポーツユニオン )

相 互 の 交 流

連 携

各地域の方々
・各自治体、教育委員会

・体育協会、競技団体

・スポー少年団、町内会

・学生スポーツサークル

・一般学生

・教職員

・地域の課題

・要望

・閉塞感

支 援

協 働

活 動
支 援

スポーツ・健康情報
の発信
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［事務局だより］
　［教育学部同窓会北桐会］
　平成２２年度の北桐会は、₆月２6日開催の評議員会に於
いて、黒川新会長の就任が承認され、新体制で、事務局
会等を開き、会務の具体的計画を検討しながら推進して
おります。
⑴ 会員名簿
　名簿の整備には一人でも多くの動向を把握する必要が
あります、しかしながら個人情報保護法や名簿掲載の辞
退等、従来の方法では名簿掲載が困難な状況に有ります。
卒業・修了時に行っている新会員の情報収集を中心に、
各会員からの情報も名簿整備の大きな要素となりますの
で、ご協力よろしくお願いします。
⑵ 植樹事業
　₅月２７日・₉月３０日に植林地の現状視察調査を行いま
した。盛岡市玉山区薮川外山の山林にある凡そ５ヘク
タールの分収造林は昭和6０年から植樹を開始し、平成４6
年を目安に、５０年間の事業です。現在12,300本の落葉松
は立派な林を形成しています。
⑶ 支部活勤
　現在１８支部があり、総会等の報告が寄せられています。
盛岡支部は創立２０周年を迎え１１月２７日には式典が行われ
ました。8月７日仙台で開催されました、第₃回岩手大
学卒業生・修了生と学長との懇談会への北桐会からの参
加者が少なく、仙台支部の再興が期待されるところです。
来年第₄回の同会が札幌での開催（₆月２５日）が決定さ
れております。北海道支部中心に参加者へのお声がけを
して頂くことになりますので、どうぞ宜しくお願いいた
します。
⑷ 『北桐』の発行　
　北桐は５０号の特別号になりました。事務局には創刊号
からの本誌が保存されております。
　本年度も会員の皆様からご協力いただきました発行・
発送協力費はこの発送経費の一部に充当させていただき
ました。
⑸ 準会員支援活動
　新入生へ入学記念品として学生歌人のＣＤと会報を、

卒業・修了記念品として岩手大学Tシャツ（デザインを
新しくいたしました。）をそれぞれ贈呈しています。サー
クルやクラブ活動の全国大会出場、演奏会、展覧会等へ
の支援活動も行っております。教育学部へは学生教育支
援金として、毎年２０万円を寄附いたしております。
⑹ 連絡とお願い　
○ 本年度の卒業生や住所変更・改姓の会員及び会報の届

いていない会員等の紹介は、本誌折り込みはがきを利
用して必ず事務局へご連絡下さい。

○ 恩師や会員のご不幸には弔電をお届けすることになっ
ております。もし訃報が入りましたら出来るだけ速や
かに事務局までご連絡下さい。

○ 発行協力費が寄せられています。ご協力いただきまし
た会員の皆様に厚く感謝申しあげますとともに、何卒
引き続きご協力の程お願いいたします。

○ ㈶岩手教育文化センターとは、連携の基で活動を続け
て参ります。

⑺ 岩手大学同窓会連合から
　毎年₆月に開催している岩手大学開学記念行事です
が、来年度は同窓生の方々にも参加していただく予定と
しております。このことにつきましては、同封いたしま
した同窓会連合会報に掲載しているところです。ですが、
日程について当初、平成２３年₆月１１日（土）に開催すると
いうことで掲載もしておりましたが、平成２３年₆月₄日

（土）開催に変更になりました。
⑻ お知らせ
　１０月２９日午前₆時₅分頃に発生した教育学部旧同窓会
館での火災は、午前₉時に鎮火し、建物は全焼してしま
いました。この建物は昭和３０年頃北桐会の寄附金等の基
金をもとに建設し、岩手大学へ寄贈したものでした。同
窓会は事務室として平成２０年まで２０年間借用使用し、現
在は₃部屋をサークルが使用していました。原因は不明
です。同窓会の資料等多少の消失は有りましたが、怪我
人等は有りませんでした。NHKの報道により全国放送
され、会員の皆様から多くのお見舞いを頂きました。有
り難うございました。　
 　　（藁谷）

［支部だより］
　　「支部創立１５周年」

北桐会花巻支部
　今年で北桐会花巻支部が結成されて１５年になります。
その間、会員も少しずつ増え、現在約２6０人の支部となっ
ております。
　毎年、役員会及び評議員会、そして総会をそれぞれ１
回開催し、その後、OBと現職会員の交流を深めること
を目的に、懇親会も行っています。昨年度の懇親会の場
で創立１５周年を迎える平成２２年度は、何か記念事業を
行ってみてはどうかという意見が出され、久しぶりに岩
手大学教育学部を見学することにいたしました。
 １１月２０日㈯、 准教授の煤孫康二先生にご案内いただき、
新しくできた「北桐ホール」等教育学部施設内を見学し
ました。参加会員の年齢も様々で、かなり昔の学生時代
を思い出しながら「ああ、２０１教室だ。」 等懐かしく記憶

をたどっておりました。
  その後、花巻に戻ってから行った懇親会も、校舎を巡
りながら、学生時代を振り返ったせいか、 思い出話にも
一層花が咲きました。
　参加会員がやや少なかったことが残念ではありました
が、花巻支部１５周年記念事業は心温まる楽しい時間とな
りました。快く対応してくださった煤孫先生や北桐会事
務局（本部）の方々に、心より御礼申し上げます。

《北桐ホールで施設の説明を受ける参加者》
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　記念すべき第50号の北桐を発行することができました。
　お忙しい中、玉稿をお寄せくださった皆様に心より感謝申し上げます。
　巻頭カラー頁を編集するにあたり、これまでの北桐を読み直しました。立ち上
げに携わった方々のご努力、編集・発行に関わった方々の情熱、読み手の皆様の
北桐に寄せる熱いご期待。様々な状況の中で変遷はあるものの、多くの方々のお
力で同窓会誌「北桐」は50号までその歴史を刻むことができたのだと改めて思い
ます。と同時に多くの情報にあふれた社会の中で、これからの同窓会誌が果たす
役割について考えていかなければならないとも感じています。
　今回の特集は「岩手大学教育学部に期待すること」をテーマにしています。岩
手大学教育学部そして岩手の教育界でご活躍の４名の先生方がご経験やお立場を
踏まえて、我々後輩に「道」を示してくださっています。テーマは「教育学部に
期待すること」ではありますが、現職である我々にとっても大切な道しるべであ
ると思います。
　北桐は今後も、皆様のご協力を支えに、誌面の充実に尽くして参りたいと思い
ます。なお、会員の皆様にご協力いただいた発行・発送協力費は、発送経費の一
部に充当させていただいております。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。
　最後に、会員の皆様のますますのご健康とご活躍を、編集委員一同お祈りし、
編集後記といたします。
� （明）

編集後記




