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［巻頭言］ かんとうげん●

　3月 11 日（金）の午後 2時 46 分　三陸沖を震源とする
マグニチュード 9．0の巨大地震は、私たちの想像を絶す
る大津波となって岩手県をはじめ東日本沿岸に襲いかか
り、本県だけでも死者行方不明者合わせて 6000 人を超
える甚大な爪痕を残しました。中には本同窓会の会員も
おられたわけで、改めてご冥福をお祈りいたしますと共
に、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
　さて、義務教育に限って犠牲になられた方々の数をみ
ますと、小学生 21 名、中学生 15 名、教職員 3名と他県
に比べ少なかったわけですが、このことは、明治三陸大
津波や 50 年前のチリ地震津波など、数度の津波の体験
を生かした岩手の防災教育の賜と各方面から賞賛されて
おります。
　幸いにも地震発生時刻に児童・生徒が学校にいたこと
もあり、校庭に避難したあと、点呼をとる間もなく、教
職員の判断で第一避難所から第二、第三避難所の高台へ
とばらばらに移動した学校もあったそうです。また、高
台への急斜面をよじ登る際、小学生の手を引いて登る中
学生や高齢者を背負った教職員がいたという話も聞きま
した。
　しかしながら、地震発生後まもなく、避難している校
庭に迎えにきた保護者へ引き渡した児童や、当日、休ん
でいた児童・生徒、そして、午後になって帰宅してしま
った児童・生徒、合わせて 36 名の尊い命が犠牲となっ
てしまったことは、返す返す残念でなりません。
　不幸中の幸いと表現するのは恐れ多いのですが、未曾
有の大災害が間近に迫る中、教職員の適切な避難誘導に
より、一人の犠牲者も出さなかったことは、「岩手の教
育力」を物語ることに他なりません。そして、その中核
をなすものが優秀な岩手の教師たちであります。
　岩手の先生たちの勤勉さと思いやり、奉仕の心は避難
所運営でも如何なく発揮されました。自宅が流され家族

の安否もわからないまま避難所に泊まり込み、避難所運
営の陣頭指揮に当たった学校長もいたと聞きました。ア
パートや車も流されてしまい、着の身着のままで避難所
に泊まり込みながら避難民の食事の世話やトイレ掃除に
汗を流す若い先生もいたそうです。
　「公務員として災害救助は当たり前」と口で言うのは
簡単ですが、長期間に渡る、しかも、先の見えない、我
が身を犠牲にした奉仕活動は、それこそ口では言えない
苦労があったのではないかと思います。
　ここにも、我慢強く、苦労を惜しまない岩手の先生方
の人のよさ、真面目さ、誠実さが現れたものと賞賛の拍
手を贈りたいと思います。
　東日本大震災津波からまもなく 1年を迎えようとして
いますが、この間、小・中学校は横軸連携という名のも
とに内陸部と沿岸部どうしで姉妹校を決め、様々な支援
活動を展開してきております。もちろん、県内の高等学
校や大学も各種のボランティア活動や支援を行ってきて
おります。この一連の支援体制を構築する源になってい
るのも「岩手の教育を復興しよう。岩手の子どもたちの
教育を保障しよう。」とする教師たちの熱意に他なりま
せん。
　私たちは 2011．3．11 の東日本大震災津波を後世に語り
継がなければなりませんが、同時に、岩手の教育を支え
る優秀な教師たちの存在も語り継がなければならないと
思います。そのことが、岩手の教育の礎になるものと確
信しております。
　終わりに、岩手大学教育学部同窓会誌「北桐」第 51
号の発刊にあたり、事務局を担当していただいた上田中
学校の職員に感謝しながら、一万五千有余名の会員・特
別会員・準会員の皆様方と共に、改めまして、「岩手の
教師の心意気」を確認し発刊にあたっての挨拶といたし
ます。

岩手の教育を支える教師たち

副会長　伊　藤　好　男　
            岩手大学教育学部同窓会
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形あるものは失っても
～東日本大震災の記憶～

［特集］

　何気なく流れていた日常が突然一変してしまったあの
時、本校は体育館で、卒業式に向けて全校合唱の練習に
取り組んでいた。地震の発生とともに体育館の壁が崩れ
てきたため、即座に200ｍほど先にある第一避難所となっ
ている旧博物館の駐車場に生徒を避難させた。職員室に
残っていた私と数人の教職員は、分担して各教室に残っ
ている生徒がいないか確認し、暖房の火を消し、校長室、
職員室を施錠して生徒より少し遅れて同じ第一避難場所
に避難した。その時点で、時計は午後３時ちょっと前を
指していた。
　その場所で気仙川を見ていると、水の引き方が異常に
速く、急激に気仙川の水位が下がっていった。これまで
経験したことがないほどの地震の激しさと川底が見える
ほどの尋常ではない気仙川の様子から、さらに高い場所
に避難した。そこでは、余震が強く電線が垂れ下がって
いる状態であったため、さらに高い斜め上の山肌に移っ
た。その場所は、市街地を見下ろせる場所だった。真っ

先に本校の校庭に堤防を越えた津波が入るのを見た。そ
の頃から泣き出す生徒や、家に一人でいるおばあちゃん
を心配してパニックを起こす生徒も出始めた。この後の
光景では、目の前の気仙川を自分の家が、家族が、街が
流されていく様を見ることになるであろうということも
予想できた。そこで、さらに上のスギ林の中に生徒を入
れ、その後の光景を見せないようにした。最終的に四ヵ
所避難場所を変えたことになる。
　私と数人の教職員は、万一の場合に備えて第三避難場
所の先端でその後の状況を見続けた。市街地が水没して
いた。本校の生徒の家族の避難所となっている市民会館
も、市民体育館もすっかり沈んでいた。そして、引き波
ではものすごい勢いで流されていく多くの車、多くの家
屋、屋根の上にのっている二人の男性の姿。第一避難場
所に止めてあった車もわずか地面から10 ㎝ほどの水位
でありながら、ブレーキランプを踏みながら気仙川に吸
い込まれていった。叫んでもどうすることもできなかっ

た。その後しばらく、それらの光景が何度と
もなく頭の中をよぎった。
　第一波の引き波の後、駆け付けた保護者の
案内で裏山を超え近くの公民館に入り、余震
の恐怖と寒さに震えながら二晩そこで過ごし
た。３日目に、自主的に立ち上げた地区災害
対策本部の方々の誘導で長部小学校に移動し
た。そこで、最後の子どもを保護者にお返し
するまでに12日間を要し、私も２週間にわたっ
て避難所生活を共にしたことになる。
　あの日は、インフルエンザが流行し始め８
人の欠席・早退者がいたが、最後の１人を確
認できた時の安堵感は言いようもない。ただ
ただ「神様に感謝したい」そんな気持ちだった。
振り返ってみると、今回幸いしたのは、大津

東日本大震災 ～被災地の思い～

　　　　　越　　　恵理子
陸前高田市立気仙中学校校長　



　　　

波が押し寄せた場合の逃げ道をシミュレーションしてい
たこと、海や川の様子を観察していたことで次の避難を
迅速に判断できたこと、津波を想定した避難訓練や津波
体験者の防災講話を毎年実施してきたこと、津波注意報
や警報が出るたびに避難してきた経験があったこと、気
仙川河口付近に学校・学区があり津波の恐ろしさと避難
の大切さを子どもたちは聞かされ続けて育ってきたこと
などが功を奏したからだと思う。
　３月31日、長部小学校浜っこホールでの卒業式。震災
後盛岡などに避難していた生徒もいたが、卒業生全員が
駆けつけてきた。式後、保護者からの「全校生徒の命を
守ってくださってありがとうございます」という言葉は、
一生忘れられない心の財産になった。
　４月20日、22年度末で閉校予定であった旧矢作中学校
で、逃げた時と同じ運動着のまま今年度がスタートした。
学区の４分の３の街が無くなった状態であるため、各方
面からの３台のスクールバスでの通学である。制服も教
科書も校舎も失ってしまった子どもたちではあるが、制
服が揃い、学用品が揃い、部活動の道具などが揃うにつ
れ、笑顔を取り戻し元気な声が校舎に響くようになった。

とくしゅう●

─ ３ ─

感謝の気持ちを示そうと「ありがとう　力強く前へ」と
いう立て看板を全校で制作し、国道に設置した。「形あ
るものはすべて失ったけれど、自分たちの心の中にある
形のない文化を引き継ぎ繋いでいこう」とまとめられた
「気仙中生徒会復興宣言」。挨拶、太鼓、合唱、応援等形
のない文化がしっかりと引き継がれ繋がれていってい
る。また、自分たちを支え励ましてくださった方々への
礼状の作成。家族や町を失うという過酷な現実をいやお
うなく背負わされた子どもたちではあるが、一つ一つの
取り組みを通して、人の温かさに触れ、人の優しさをしっ
かりと心に刻んでいる。今後も険しい道のりは続くと思
うが、子どもたちの未来に多くの光が差し込んでほしい。
　今回の震災で犠牲となられた多くの方々のご冥福を心
からお祈り申し上げるとともに、支え励ましていただい
た多くの方々にも深く感謝を申し上げたい。そして、あ
の非常時に一致結束して事にあたった教職員、険しい環
境にありながらも明るい笑顔で、多くの感動と元気を与
えてくれている子どもたちにも、感謝の気持ちでいっぱ
いである。

全校で制作した立て看板とともに
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　「生かされた」命

　「一緒に避難しなさい」
校門の近くで職員を送り、少し残って様子を見ようとし
た私に、校長がかけて下さった言葉です。
  もしもあのとき、この言葉が無くそのまま残っていた
ならば、今の私はありませんでした。
　３月11日14時46分、卒業式の準備を終え、校長、教務、
私の３人で最終点検をして職員室の机に戻った瞬間、生
まれて初めての揺れの強さを感じました。職員に机の下
に入るように指示し、上から蛍光灯が落ちないかを確認
しながら机に寄りかかり、収まるのを待ちました。
　耐震検査を通らない校舎は、次の揺れには崩れる、と
判断し、全員外に出し、最後に校舎を出ました。
　まさか津波はここまでは来ないだろう、と正直その時
は思いました。そこでまずは車を校舎から離すよう指示
し、集合しました。その時の校長の判断が、「全員避難」
でした。
　一番近い避難所を目指し、小走りに急ぎ、着いてまも
なく、轟音とともに目の前に瓦礫と化した家や車が流さ
れてきました。あとから聞きましたが、避難所に向かっ
ている時、すでに第一波が川を逆流しており、正に津波
に向かって逃げていたようです。
  逃げ遅れた４人のご老人を同僚とともに救助し、本堂
に避難していた足の悪いご老人をおぶって高台に運び、
本堂の中にある位牌を運び出しているうちに、瓦礫につ
いた火がお寺の本堂に燃え移りました。瞬く間に全焼、
灰になるまでただ見ているだけの状況もつらいものがあ
りました。雪も降り、冷え込む中、避難している方々に
暖をとらせるために炭になった柱にお墓の塔婆を集めて
火をおこしました。
　約50名ほどの避難者とともに、校長と私は、じっと夜
明けを待ちました。飲まず食わず、そして、夜明けとと
もに中央公民館（避難所）に移動しすぐに職員を集め、
生徒の安否確認と自分の家族の安否確認に向かわせまし
た。私も安渡、赤浜方面に向かいました。狭心症を患い、
薬も飲んでいない状態でしたが、気力で歩きました。子
どもたちの顔を見たとき、涙を流す前に生徒名を必死に
メモしたことを覚えています。
  安否確認を終えて避難所に向かう途中、どなただった
か忘れましたが、おにぎりを手渡して下さいました。空
腹であることすら忘れていた状態でのあの味は忘れませ
ん。
　避難所に戻ったならば、火が移る可能性があるという
ことで職員も他に避難していて誰もおりませんでした。

全く連絡が取れませんでしたので、とりあえず大槌高校
避難所に向かいました。高校は職員も生徒も、総動員で
避難者の対応をしておりました。感謝とともに頭が下が
りました。家を流され、家族の命も奪われたにもかかわ
らず、必死に走り回る高校の職員、そして生徒、その姿
を見てすぐに、一室をお借りして学校の本部を立ち上げ、
また、生徒の安否確認に動きました。
　情報網のストップが、様々な作業に影響し、焦りとな
り、疲労となり、つらい時間だけが過ぎていったような
気がします。
　８カ所の避難所を回っての卒業証書授与、校長が前に
立っただけで涙が止まりませんでした。一人ひとり全員
に声をかけ、あふれ出る涙を拭く余裕もなく駆け巡りま
した。４月、吉里吉里中学校と大槌高校とに分かれての
新学期のスタート、文句一つ言わずに黙々とがんばる生
徒。９月、やっと仮設校舎に移転し、全学年が一つになっ
たあの喜びは、かけがえのないものでした。10月、短時
間での準備の中で開催した体育祭は、感動の一日でした。
一つになれた喜びを合唱に表した文化祭はただただ涙の
一日でした。
  年をとったせいでしょうか、子どもたちのがんばる姿
を見ると涙が出ます、何もない町を見るたびに涙が出ま
す。いつまでも被災者として甘えてはいけないと思いつ
つ、何かをしなければ、町のために何か役に立つことを
しなければと思いつつ、10ヶ月がたちます。
　自然の大きさを感じると同時に、人間の強さを感じ、
多くのことを教えてもらった自然にむしろ感謝し、二度
と同じことを繰り返さないためにどうすればよいかを毎
日考えています。
　私は、町を元に戻すことが復興とは思いません、新た
な町を作ることが復興だと考えます。
　津波に負けない堤防を作ることより、今後町民が生き
ていける居住地と、仕事を続けられる場所を確保するこ
とが大切だと思います。他方面の方々からのいろいろな
考えを取り入れて、町を立て直していくことが大切だと
思います。全国、全世界から、たくさんのご支援をいた
だきました。だからこそ今があります。感謝しても感謝
しきれないほどの支援でした。
　今こそ、その支援に応えるべく、町そのものの復興が、
恩返しになると思います。いずれにしても、私自身は一
生、大槌の町を考えて生きていくつもりです。
　そして、３月11日を一生忘れず生きていきます。

　　三　浦　　　剛
大槌町立大槌中学校副校長　

［特集］



　　　

事上磨錬

とくしゅう●

０　はじめに
　昨年度、教職30数年目にしてはじめて小学校に赴任し
た。免許があるので、当然と言えば当然のこと。
　だが当初、六歳の年齢幅のある子どもたちへの話題や
言葉遣いに戸惑った。更には義務教育九カ年の土台づく
りはどうすればよいか等、勝手に一人で悩んだ。
　そんなとき「事上磨錬」という言葉に出会った。日々
が修行である。どんな状態であっても、つねに問題意識
を高くもち、全ての人を納得させる解決方法を見つけ出
すよう努力すべし。それは人生修行でもある、と解釈し、
再出発した。（昨年度途中から、「事上磨錬」は校長のつ
ぶやき紙の表題となっている。）

１　一瞬にして
　力を入れたのが、地域との連携による総合的な学習で
あった。三年から六年まで、「海」をテーマに体系化し
ようと試みた。幸い私自身宮古市出身であり、嘗て学区
内の中学校で勤務した経験もあったことから、試行錯誤
ではあったがさまざまな人脈をたどり一歩ずつ歩みを進
めた。そして職員と「来年度もこの流れを踏まえて工夫
していけばいいね」、「いい感じでできあがったね」と喜
んでいた矢先、あの大震災に見舞われた。そして一瞬に
して、これまで少しずつ積み上げてきたすべてが無に帰
してしまった。

２　それでも、事上磨錬
　３月11日、地震で校舎は大きく横に揺れた。その揺れ
の中で「児童を避難させなくては」と条件反射的に判断
したような気がするが、それと同時に「慌てるな、冷静
に判断しろ、この状態はいつもの修行の延長線上にある
んだ。事上磨錬だ。事上磨錬。」と自分に言い聞かせて
いたことを覚えている。（後日、テレビ取材のクルーか
らは、きれい過ぎると言われた。）
　でも、私は、その言葉をよりどころに判断し、無事児
童を避難させることができたし、親御さんに引き渡すこ
ともできた。さらには学校再開後、子どもたちに配慮し
ながらも、ほぼ通常どおりの学校運営ができた。

３　冷静な判断できたのは
　実は、このように慌てず判断し、行動できた裏には、
昨年度１年をかけて築き上げてきた「地域との連携」に
よる地域の方々との繋がり（絆）があった。
　避難誘導時、いの一番に駆けつけてくれた消防士さん
から「（津波が）すぐ来る！」「坂は車でいっぱいだ！」
という情報をいただき、避難経路を決定できた。また途
中、消防団長さんには大声で誘導していただいた。
　さらに避難先の神社で神主さんには、社務所を開放し

ていただいた。お陰で子どもたちは防寒ができた。
　この方々には、昨年度の「地域との連携」でお世話に
なっていた。今回も、この方々のお陰で全校児童を怪我
もなく風邪もひかせず無事に避難させ、保護者に引き渡
すことができた。私としては言葉で現せないくらいの感
謝の気持ちでいっぱいである。
　
４　再度、歩みはじめることができたのも
　また震災直後、「地域との連携」のテーマとしてきた
「海」が荒れ果て、街・地域がなくなり、お世話してく
ださった人がバラバラになり、学校再開を心配し「これ
からどうしよう」と思い悩んだ。漠然とではあったが確
かに悩んだのを覚えている。しかし、その悩みも被災２
日後、解決に明かりが差し込んできた。
　４年生の養殖体験でお世話になっていた漁業士さんが
来校し、「２・３年待ってろ！また、（養殖体験を）させ
てやっから！」という言葉を言い残し、帰られた。ご自
身も自宅・養殖施設を全流失していたにもかかわらず、
子どもたちを心配し、わざわざ来てくださった。
　さらに隣町に避難している町内会長さんからも、「い
まは鍬ヶ崎を離れているけど、必要なときは声をかけて
くれ。協力すっから」という言葉をいただいた。
　この２人の言葉を聞いたときには、自然と体が震え、
涙が溢れ出てきた。嬉しかった。まさに「地域との連携」
で出会った方々との繋がり（絆）があったからこそ、い
ただけた言葉だと思う。お陰さまで、今年度もほぼ昨年
度と同様の総合的な学習ができた。
　
５　今後も
　「事上磨錬」を肝に銘じ歩んで来た結果、地域の方々
との繋がり（絆）が深まり、子どもたちの命を守ること、
総合的な学習の時間を再開することができた。この上な
い喜びであった。ついては、今後も地域の方々との繋が
りを大切に「地域との連携」を進め、「地域の中の学校」
であり続けたい。私に残された定年までの時間は数年で
あるが「事上磨錬」。精進していきたい。

６　終わりに
　今回の震災では、県内外、世界各国の方々から沢山の
支援や励ましの言葉をいただきました。いまはそのご好
意に甘えるだけですが、いつの日にか復旧・復興し、恩
返しをさせていただきたいと思っています。心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。
「事上磨錬」
　　～その心は「地域の方々との繋がり」づくり～

（昭和53年度小学校教員養成課程卒業）

　　　　　笹　川　　　正

─ ５ ─

宮古市立鍬ヶ崎小学校校長　



　　　

とくしゅう●

　大震災被災孤児や遺児に救援の手を

１．北桐会盛岡支部総会で被災地支援を決定
　盛岡支部の総会は平成23年７月23日（土）盛岡市上田公
民館で北桐会本部会長黒川國児氏のご臨席をいただいて
開催し、「東日本大震災救援募金」を満場一致で決定し
ました。被災地と気持ちを共有する意味で講演会を持ち
ました。講師は佐々木正太郎先生、演題は津波の歌と地
域文化です。佐々木正太郎先生が発掘再生した昭和８年
の三陸大海嘯を鎮魂し昭和10年に作られた「慰霊の歌」
と「復興の歌」が紹介され皆で黙祷をしました。この歌
は戦前は岩手県下の小学校で教え津波の記念日の６月15
日（明治3年）や３月３日（昭和８年）に津波慰霊碑の
前等で歌われました。
２．東日本大震災救援募金
・大震災で本県沿岸市町村は壊滅的被害を受け小・中学
校は全損壊14校、一部損壊浸水等被災１７校、移転校
９校です。学校管理下で児童生徒の死亡はありません
が自宅等にいた児童生徒は何人か亡くなりました。自
宅が流され保護者が死亡等の困難な児童生徒が多数生
じました。学校は再開されたものの避難所になり、ま
た他校に間借りしたりし教育環境は辛い状況です。こ
の惨状の支援に今出来る何かの行動をしたいです。
・募金の趣旨等は、盛岡支部は教育関係の仲間として本
県被災地の学校の児童・生徒の教育に直接役立ててい
ただくために募金をお願いする。一口1000円以上で振
り込み用紙を使用する。締切りは平成23年11月末日と
する。寄贈先は教育委員会と相談し被災地の学校数箇
所を選びお届けする。
・本会会員は現職教職員を含めて約3400人です。大多数
を占める現職以外の会員には募金のお願いをどのよう
な方法で行うかが困難点です。郵券を使うと経費がか
かり過ぎます。検討の結果、募金のお知らせは遅くな
りますが年１回発行している盛岡支部会報第21号に救
援募金の内容を掲載し、発行を早めて10月１日にし、
各地区長さん、班長さん等に苦労をお願いして会員に
直接配布しました。
３．贈呈先の変更
　救援募金の寄贈先は会員皆が目に見える形が大切だと
考えました。寄贈先として当初案を変更し岩手県に設立
され、津波震災孤児等を支援する「いわての学び希望基
金」に急遽変更することにしました。変更の旨の文書を
会報配布に間に合わせました。この基金は震災で親を亡
くした子どもたちが社会に出るまでの就学を支援するも
のです。９月30日現在で震災孤児は91名、遺児は445名

ですが次第に増加しています。月額で小・中学生は１万
円、高校生は３万円、大学生・専門学校生は５万円、そ
の他に卒業のとき小学生は５万円、中学生は10万円、高
校生は３０万円支給されます。私たちは孤児たちに強く
生き抜いて欲しいと願いを込めています。また、もし出
来たら岩手大学教育学部に入学し岩手県の教員になって
郷土復興発展の力になっていただければと夢を膨らませ
ました。
４．大反響
・寄贈先が震災で辛い思いをしている震災孤児や遺児の
就学支援の「いわての学び希望基金」と形が見えると
ころを明示したためか、多くの会員から「よい企画だ、
寄付したい、何か行動ができてうれしい」などの電話
をいただきました。多かった声は「被災地支援に今、
何かができてうれしい」でした。また、北桐会本部（大
学）会長黒川國児氏から「盛岡支部の活動に共鳴しま
した、救援資金に加えてほしい」と15万円の寄贈を頂
ました。
・救援募金は12月６日現在で会員480名の方々から1,
319,700円の浄財が寄せられました。現在も集まって
いる状況ですので当初締切りは11月末日としましたが
平成24年３月末日迄延長することにしました。
５．岩手県の「いわての学び希望基金」に寄贈
　平成23年12月16日（金）会長木村幸治、副会長富谷行雄、
事務局長長瀬清は岩手県庁の岩手県復興局を訪れ復興局
総務課総括課長宮卓司氏にお会いしました。同局総務課
主任三浦裕之氏に案内され宮課長と共に別室の贈呈式会
場に入りました。会長木村は同行の富谷副会長、長瀬事
務局長を紹介し、総務課総括課長宮卓司氏に救援金1,
469,700円（北桐会本部からの15万円と会員からの救援
金）の目録を手渡しました（救援金は前日に復興局に振
り込んでいます）。そして、震災孤児や遺児の皆様には
強く生き抜いてほしいとの願いを申し上げました。宮統
括課長は「大変ありがたいです。震災孤児や遺児の支援
に役立てます」と感謝していました。
６．絆に感謝
　募金は７月の支部総会で決定し、会員に会報での知ら
せが届いたのは10月中、下旬です。それから約40日間の
短期間にかくも多くの救援募金を快くご協力いただきま
した。会員の皆様に衷心より感謝申し上げます。岩手大
学教育学部の同窓の仲間の「絆」をあたたかく強く感じ
てうれしくなりました。ありがとうございます。

（昭和40年度　甲２類社会科（史学Ⅰ）　卒業）

　　　　　木　村　幸　治

─ ６ ─

北桐会盛岡支部会長　　

［特集］



　　　

鈴　木　知　代

　教員になって５年目を終えようとしています。大学を
卒業後、私は千葉市の中学校で教員生活をスタートさせ
ました。岩手で生まれ育った私にとって、千葉は大都会。
ビルや高層マンションがそびえ立つ街並み。朝の満員電
車。都会での生活に加え、一人の社会人、一人の教員と
しての戸惑いがある中、日本や世界の各地で奮闘する、
大学時代の仲間の姿を想像しながら毎日を送っていまし
た。
　私が赴任した学校はJR京葉線沿いにある、各学年４
クラス程度の中規模校。１年目は２年生の副担任で、２
年目から担任として学級を持たせていただきました。自
分の教室を持ち子どもたちと過ごすこと、生活記録ノー
トでのやりとりや学級通信。体育祭や合唱コンクールな
どの行事への取り組み。失敗や悩みはたくさんありまし
たが、ずっと抱いていた夢を実現させることができまし
た。
　年が近い先生はほとんどおらず、たくさんのベテラン
の先生方に囲まれながら過ごしていましたが、２年、３
年と過ぎるうちに、初任者が毎年数名ずつ赴任し、徐々
に若手層が厚くなっていきました。そこで校長先生を始
めベテランの先生方が、経験が浅い若手のためにと「一
校目研修」というものを開いてくださいました。この研
修は名前の通り、その学校が教員生活の一校目にあたる
先生方のための研修です。（希望すれば誰でも参加可。）
年に10回ほどあり、学級目標の決め方、掲示、給食、清
掃、席替え、合唱の指導、学級通信の書き方、部活動、
生徒指導、通知表の所見の書き方、研究の進め方、研究
紀要の書き方、校務分掌（特に会計）、電話の応対、保
護者との接し方など内容は豊富。翌日からすぐに実践で
きるものばかりでした。また、若手で自由に意見交換し
ながら考えを深め、「それは違うのではないか」「こうす
るともっと良い」という大先輩からの助言を直接いただ
き、とても勉強になりました。
　また、教室環境づくりの一環で「いけ花」を学ぶ機会
もありました。若手の中には、切り花があればとりあえ

ずは花瓶に入れて教室に飾るが、いけ方に自信なく、そ
もそも花を置くこと自体に照れくささを感じている先生
や、鉢植えを置いてもすぐに枯らせてしまう先生がい
て……（私もその一人でした）。昇降口に花をいけてく
ださっている地域の方に講師をお願いしました。講師の
先生からは一輪の花と向き合い、対話をするかのように
ふれあい、一番きれいに見える向きにいけることの大切
さを教えていただきました。「花一輪一輪に心をかける
ことは、先生方が生徒一人ひとりと向き合うことと似て
いると思います。花は心にうるおいを与えてくれます。
教室にいけられた花を見て、子どもたちは心穏やかに過
ごすことができるかもしれませんね。」と先生はおっ
しゃっていました。
　翌日、教室で花をいけてみました。お世辞にも上手と
は言えない状態で、子どもたちには「やっぱり先生には
向いてないね。」と、笑われてしまいました。しかし、
何日かするうちに、花の水を率先して変えてくれたり、
花言葉を調べて知らせてくれたり。「花は褒められると
もっと美しく咲くらしいよ。」と教えてからは「今日も
きれいだね！」「今日も一日頑張るよ！」と花に向かっ
て話しかけたり。
　また、子どもたちが植物に興味を持ったのか、あるい
は以前からやりたかったのか、学校の敷地内で空いてい
る場所を見つけて耕し、畑を作ることになりました。保
護者の方々やたくさんの先生方の協力を得ながら夏野菜
とサツマイモを栽培。学級全体に和がうまれ、温かい気
持ちになりました。
　子どもたち、保護者や地域の方々、大先輩や若手の先
生方、友人。これまでを振り返り、出会った人とのつな
がりが私自身を成長させ、心の支えにもなってくれたと
感じています。これからは出会ったみなさんに恩返しが
できるよう、過ごしていきたいと思います。

（平成18年度・小学校教員養成課程・数学科　卒業）

出会いに感謝

［桐の葉物語］ きりのはものがたり●

─ ７ ─



　　　

出　口　紗　織

　大学時代を振り返ると、楽しかったなあという懐かし
い気持ちと森の存在が思い起こされる。
　特美の同級生はとにかく個性豊かな人たちで、自由な
感覚を持っていた。それまで何事も無難にやってきた自
分にとっては驚きの連続だった。同じ課題から出来上が
る作品の違いをはじめ、物事に対する見方・考え方に「自
分」があり、その人にしかないものと出会うのはとても
新鮮で興味深いことだった。このことは同級生に限らず
先輩でも後輩でも言えることで、日々の会話の中にもた
くさんの発見があった。作品を見ては「そういう方法が
あったか」と思ったり「これは確かにこの人だからでき
る」と感心したりしたものだ。しかしどんなにいいと感
じても手法を真似たところで自分の作品にはならない。
価値観やそれまでの道のりを含めたその人の表現だから
いいものになっていたのだ。今思えばそんなことは考え
るまでもないのだが、他の人と同じであることが安心で
きると思っていた当時の自分には難しいことに感じられ
たし、自分とは何なのか考える契機ともなった。あまり
会うこともなくなってしまった現在でも新聞や人づてに
その活躍ぶりを知ることができる。表現し続ける、もの
を作り続ける、「継続する」という姿に刺激を受けている。
　先生方とのやりとりも印象に残っている。知識や技術
を教わったことはもちろん、当時聞き流してしまった（理
解できていなかった）言葉が、時間を経て何かの節にそ
ういうことだったのかと実感することがある。特に突飛
な話をしたわけでもなく、講義の中での一言だったり雑
談でなんとなく覚えていたりしたことが何年か経って突
然つながるのだ。また、何か作ってみようとかやってみ
ようとしたとき、失敗する可能性大の場合でも「とりあ
えずやってみたら」と後押しされることが多かった。結
果失敗したらしたでデータになるではないか、無駄と
思って何もしなければ何も残らない、ということで何か
を始めようとするときに思い切って取り組むことができ
た。

　そんな日々を送る３号館は「森」に囲まれていた。こ
とあるごとにその森へ足を運んでは、スケッチをしたり
課題の制作をしたり、着想を得る助けになるだけでなく
よい時間を過ごすことができた。音楽科から楽器の音や
歌声が聞こえてくると、実に平和で贅沢な空間に感じら
れた。森にはいつも変化する自然の美しさ、ゆったりと
した時間の流れがあった。
　森の中にはずっと見ていたくなる場所がある。面白い
伸び方をした大きな木、名前はわからないが形の美しい
花、猫がよく通る道や池。この池は油彩の課題でもモチー
フにしていた。毎時間訪れてイーゼルを立て、あふれか
える緑の香りを味わいながら筆を動かしていた。あると
き池の端に漣がたっていることに気付き、カエルでもい
るのだろうかとのぞいてみるとオタマジャクシの群れが
塊のようになって動いていた。なかなか目にすることの
ない数だったので驚いた。友人も呼んで騒ぎながら、目
の前にずっとあったはずのことになぜしばらく気付かず
にいたのかと考えた。見ていたつもりだった。このとき
突然どこからか現れたわけではないはずだ。前回この場
所に来た時にも同様に泳いでいたかもしれないし卵が
あったかもしれない。「見て」いるだけで「観る」とこ
ろまでは至っていなかったのか。いずれにしてもよく訪
れる場所や慣れた日常の中には案外見過ごしていること
が多いものだなと感じさせる発見だった。
　森の風景は包み込むように私たちと共にあった。鳥の
さえずり、風になびく木々のざわめきが聞こえた。落ち
葉の道は時間と共に少しずつ変化し、雪が積もれば動物
の足跡が残る。そこで過ごした時間は、見たもの聞いた
もの感じたものすべてを通して感覚が記憶している。訪
れることがなくなっても色あせることはないだろう。私
にとって大切な情景である。

（平成12年度・特別教科（美術・工芸）教員養成課程　卒業）

情　　　景

─ ８ ─

［桐の葉物語］



　　　─ ９ ─

岡　田　幸　一

　私の大学時代は、本当に遠回りの四年間だったように
思う。一浪をして念願の岩手大学へ入学。念願が叶い過
ぎてか、勉学以外に励み過ぎてしまった。それまでの不
節制がたたったのが、四年生の春。体調を崩し、入院し
た。教員採用試験を受けることができなかった。夏にカ
ムバックするも、懲りずに秋に再発。教育実習を受ける
ことができなかった。就職をあきらめ、なんとか卒業だ
けはと悪あがきをしてみた。すると、あの鬼のA教官が
救いの手を差し伸べてくれたのだ。懸命に周囲と調整を
図って下さり、卒業間際の１月に、たった一人で教育実
習をやらせてもらった。併せて、「すぐに卒業論文を書
き上げろ」と。いつもは無茶に聞こえる業務命令も、こ
の時ばかりは二つ返事で対応できた。現場では三学期の
年度末、大変迷惑をかけてしまった。その分、季節外れ
の実習生が印象に残っているのか、今でも当時の先生方
に声をかけてもらっている。一方の卒論は、目も当てら
れない拙稿。評価は何だったのか、どんなことを書いた
のかも覚えていない。力添えをいただいた先生方、目を
つぶって下さった先生方には深い深い感謝の気持ちを持
ちながらも、私は逃げるようにして大学を卒業した。
　ようやく卒業はしたものの、行き先はなし。そんな私
をかくまってくれたのが、当時「人社」の先生方だった。
一年間非常勤講師として使ってもらい、何とか食いつな
ぐことができた。一年はしのげているものの、さてこの
先どうしよう……。柄にもなく、結構真剣に悩んでしまっ
た。そんな時、大の親友にかけられた言葉が“標題”で
ある。彼はナイーブになっている私に、無神経にも、「お
前は脳みそまで筋肉なんだから、体育の先生しかないだ
ろ」と言ってのけてくれたのだ。大学の不節制を共に過
ごした彼は体を壊すこともなく、某新聞社にちゃっかり
入社し、すでにいっぱしの社会人。そんな彼も、彼なり
に優しさを込めて私を説得してくれたのだと思うのだけ

れども、残念ながらその時、私の脳みその筋肉がプツン
と切れた。「よし、勉強してやる！」
　けれども同時に、冷静にこれまでの学生生活とこれか
らの人生を考えてみた。自分は体育を専攻していたとは
言え、体育の何を知っているのか。この先、体育人とし
てやっていけるのか。ちょっとまじめに考えてしまった。
一年遅れで教員採用試験にトライするのも面白くない。
ここまできたらもっと遠回りをして、勉強してみよう。
その後、サラリーマン生活も送ってみた。がしかし、や
はりスーツにネクタイの生活に馴染めず、トラバーユ。
でも、あの親友が待つ岩手にノコノコ帰るのもバツが悪
い。他県の教員もやってみた。でもでも、やはり落ち着
いたのはここ岩手。当時、苦楽を共にした同級生に支え
られ、先輩・後輩に囲まれている今が、とても心地いい。
　人生のこの先を悩んでいる時に、大の親友から言われ
たあの一言。あの時は本当に殴ってやろうかと思うほど
頭にきたが、今となってはありがたい。果たして今の私
の脳みそは筋肉なのか。40を超えてはや数年、もはや筋
肉はだいぶ脂肪に変わってきた。これではいけないと、
アルコールやカロリーは気にしているのだが……。
　去年11月、来年度から完全実施となる新学習指導要領
「武道必修化」に向けて、先進校視察の機会をいただいた。
そのシンポジウムの中で、日本サッカー協会副会長：田
嶋幸三氏の講演を聞くことができた。題名は「『言語技術』
が日本の体育を変える」。結びに、氏はこんな言葉を紹
介してくれた。―我々指導者は、学ぶことをやめた時に、
教えることをやめなければならない―。
　脳みそが筋肉から脂肪に変わりつつある私は、深く考
え入ってしまった。指導者の端くれとして、日常の雑務
にかまけることなく、勉学に励みたいと今思っている。

（平成4年度・小学校教員養成課程・保健体育科　卒業）

脳みそまで筋肉

きりのはものがたり●
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外　山　　　敏

　「 ぼくは、10年後、絶対大学日本一になります。そして、
プロバスケットの選手になります！」

　これは、ある月の全校朝会での一コマ。６年生のＲ君
は、ステージの上で全校児童を前に、私が差し出したマ
イクに向かって力強く自分の夢を語った。
　北上川の雄大な流れに見守られ、豊かに広がる田園地
帯の中にある全校児童 51 名の小学校。平成 21 年４月、
私は校長１年生としてこの学校に赴任した。
　１年目。私の悩みの種は月２回の全校朝会だった。ど
んな話をするか……それは私の頭を十分に悩ませた。子
どものくらしや行事、季節、世の中の出来事等を取り上
げて話をするが、毎回何かが足りないと感じていた。し
かし、その何かが分からないまま１年が過ぎた。
　２年目。第１回目の全校朝会の前日。私は、依然とし
て、前年度の課題をクリアできないでいた。｢今年もま
た同じパターンか……｣ そう思いながらとうとう床につ
いてしまった。むなしさだけがこみ上げてくる。電気を
消しても一向に眠れない。悶々としながら時間だけが過
ぎていく。そんな時、突然、ひらめいた。
　「 そうだ、やる気マイクを作ろう！泉のごとくやる気
がわき出る世界に一本だけのマイク！これで 51 人全
員にインタビューしよう！」

　勢いよく布団から飛び出した私は居間へ直行。そして、
部屋中を見渡した。すぐに私の目に留まった。それは、
直径 10 センチ、マリンブルーの丸型のプラスチック製
の芳香剤。これで集音部はＯＫ。あとは柄の部分。なん
と台所にサランラップがあるではないか。納戸から引っ
張り出してきた強力セロテープでこの二つを合体して完
成。この間たったの 15 分。全長 41 センチ、世界に一本
だけの『やる気マイク』の完成である。私は、それを右
手に持ったまましばらく目をつむってその場に突っ立っ
ていた。明日の自分の姿を想像していたのである。
　翌日。いよいよ本番。私は、昨夜の傑

・ ・
作を誰にも気付

かれないようスーツの内側に忍ばせ校長室を出た。体育
館に到着。まだ誰も気がついていない。私は、落とさな
いよう静かにステージに上がった。そして、懐からおも
むろにそれを取り出し、自慢気に見せた。一瞬どよめい
た。子ども達の視線は明らかにその一点に集中していた。
　｢ さーて、いったいこれは何でしょうー。これは、
『やる気マイク』という世界にたった一本しかないマ
イク。私が作りました。このマイクで話した人は、
勉強でも運動でも何でもやる気がわいてくるとい
う不思議な力をもったマイクです。第１回目は、
４月のお誕生者のＡ君とＫ君にインタビューしま
しょう。（中略）｣

　私とＡ君Ｋ君とのやり取りは、一気に会場の雰囲気を
明るくした。（と思っている。）『やる気マイク』の誕生
の瞬間である。
　３年目は、さらに進化（巨大化）した『やる気マイク
２号』（用務員さんを中心に職員が作製）が活躍中。
　こうして、本校の全校朝会では、毎回、私から次々に
投げかけられる質問に子ども達が必死に答える。そして、
最後は、必ず自分の夢について語る。緊張しながらも一
言ひと言をしっかりと自分の言葉で話す子ども達。その
純粋でまっすぐな目を見ていると、明日の岩手を担う彼
等の夢の実現に向けて、何としてでもできる限りの後押
しをしてあげなければ！という思いが込み上げる。そこ
には、間違いなく子ども達から逆にたくさんの元気をも
らっている自分がいることに気付く。
　自分らしさ、そして、この学校だからこそできること
は何かを自分なりに考えて出した答え、それが『やる気
マイク』である。
　今日も私のよき相棒は、机の脇に行儀よくきちんと座
り、今年度あと２回の出番を待っている。

（昭和56年度・甲二類　卒業）

やる気マイク

きりのはものがたり●［桐の葉物語］
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　2011年度は私にとっても岩手にとっても激動の一年であったと
言えます。３月11日に東日本大震災が起こり、大きな被害をもた
らしました。普段の生活で当たり前だと思っていたことが、当た
り前でなくなりました。それは大学に通えることや、級友と連絡
を取ることさえも難しい状況が何日も続いたことでした。このよ
うな状況で、私は大学の意味に気づくことができました。大学と
は私たち学生の心のよりどころであり、一人一人の学生や大学職
員を繋ぐ場所であるということです。学校に行けば級友や教授の
方々がいて自分に優しく声をかけ、様々なことを教えてくれるこ
とが地震で感じた恐怖や孤独から救ってくれたと感じます。
　そのような状況の中、私は教育実習で中学校に赴き、一ヶ月実
習を行いました。この教育実習では担当の先生に授業づくりを学
ぶこと、そしてそれを生徒に教えること、その授業を反省して考
えることを同時にこなしていかなければなりませんでした。先生
でありながら様々なことを覚え、それを実践していく生徒という
面をもった一ヶ月だったと思います。そのような生活の中で支え
となったのは、やはり生徒の存在でした。自分の授業を理解して
くれている姿を見ていると、教師という職業のやりがいを感じる

ことが出来ました。逆に、伝えたいことが伝わらないときは、教
師の難しさを感じることとなりました。担当教科の勉強だけを教
えるのではなく、自分が経験したことから生徒に教えることが出
来るように、人間性を養う活動もこれから必要と感じました。１
カ月という短い間でしたが自分の成長を実感できる素晴らしい実
習を行うことができ、支えてくれた教職員の方々や級友に感謝し
たいです。そして、実習を通して今まで漠然としていた教師とし
ての自分像を見直し、どのような教師になりたいかを明確にして
新たな学びの始まりにしていきたいです。
　長いと思っていた大学生活も残すところ後一年になりました。
何かを始めるには時間が足りないのかもしれません。しかし、こ
の恵まれた環境の中、惰性で過ごすのはもったいないような気が
します。社会に出るための勉強はもちろんのこと、級友や教授、
個人で自分の可能性と人間性の幅を広げるような活動を行ってい
きたいです。来年この岩手大学を卒業するときに、岩手という街
に思い出と多くの仲間ができているよう、目標と向上心をもち後
一年生活していきます。

野　本　敬　雅
（学校教育教員養成課程３年　国語科所属）

大学の意味

　私はこれまでの大学生活の中で四つの資格取得、約三週間のベ
トナムでの海外ボランティア活動参加、幼稚園・小学校・中学校
での教育実習に挑戦してきました。これらを挑戦し経験を重ねる
事で、自分の知識や価値観を広げたいと考えたからです。
　特にも海外ボランティア活動は、大学二年次に、六カ国十三名
のボランティアメンバーと共に、ベトナムの孤児院で活動しまし
た。具体的な活動は英語教育と環境整備。活動中は日本語を使え
ません。ボランティアメンバーとは英語、現地の人とはベトナム
語と手話。伝えたいのにうまく伝えられない、理解したいのに理
解しきれない環境でした。しかし今の自分に何が出来るのかを考
えました。そして活動時間以外にも子ども達の宿舎に１人で行き、
子どもたちにベトナム式手話を教えてもらいながら交流したり、
辞書を片手にボランティアメンバーと会話をしたりと、自分なり
に努力をしました。伝えたい、理解したいという気持ちが強かっ
たからです。結果として、子どもたちとボランティアメンバーと
を手話を通して繋ぐ役割を担いました。この活動で得た事は多く
ありますが、特にも伝えたいという気持ちがあれば言語を超えて

意思疎通が図れる事、自分が出来る事を一生懸命努力すれば見え
てくるものがあるという事を学びました。
　最初に記した私が挑戦してきた事の共通点は「人」です。資格
勉強では人の生活をよりよくする知識を学び、ボランティア活動
では人との関わり方、教育実習では人の為に努力する喜びを学び
ました。だからこそ、人と直接かかわる事が出来る仕事をしたい
と強く思いました。これは就職活動での私の芯となり、決してぶ
れることはありませんでした。
　今の自分があるのは、岩手大学での日々があってこそだと確信
しています。もちろん、有意義な経験が出来たのは、私一人の力
ではありません。家族、友人、教授の先生方、職員の皆様、他に
も多くの方々のご支援があったからこそだと思っています。
　恵まれた環境の中で生活出来たことに感謝し、社会に出てから
も挑戦し続けていきたいと思います。そして挑戦する中で得たも
のを自分の中で消化し、人のよりよい生活の為に貢献していく事
が今の私の目標です。

（平成24年度　卒業）

［キャンパス便り］ きゃんぱすだより●

佐　藤　祐紀子
（学校教育教員養成課程　小学校教育コース 4年）

挑　　　戦
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　年が明けた。私にとっては、大学を卒業し、環境が大きく変わ
る一年を迎える。四季折々に美しいキャンパスを毎日歩き、友人
達と笑い、学び合う日々も終わりに近づいてきている。今、私の
気持ちは、そんな淋しさと、春からの新生活に対する希望と責任
で身の引き締まる思いが入り混じっている。
　大学生活で得たものは沢山あるが、一番大きいものは最高の仲
間だろう。中でも、陸上競技部で毎日一緒に限界まで追い込んだ
みんな、教員採用試験を受けるにあたり、同じ夢に向かい、支え、
励ましあったみんなは、私にとって一生の宝物である。彼らと共
に泣き、腹を抱えて笑ったエピソードは、ここでは書ききれない
ほど尽きない。私はそんな友人達から数多くのことを学んだ。
　震災の影響で部活動の試合と試験が近くなっても、どちらも捨
てることなく両立しやり切った友人からは、自分の信念を貫き、
最後まで諦めず責任を全うする強さを学んだ。自身の試験も近く
不安な中、私の試験前に励ましの手紙やメールをくれた友人から
は、どんな時にでも周囲の人々を気遣う優しさを学んだ。私はこ
れらのことを一生忘れない。
　卒業論文では、宮沢賢治について研究している。賢治は教育と

農業、これから特に大切にしていかなければならないものを見抜
き、自己を犠牲にして他人の幸せのために力を尽くした。彼が大
切にしたものは、昨年を表す漢字にも選ばれた「絆」ではないだ
ろうか。そんな彼の遺した文字は、どんなに深く読んでも決して
読み切れることはなく、読む度に心が洗われるような思いがする。
私は4月から、小学校教師になる。無限の可能性を持つ子どもた
ちに、賢治の哲学や思想を語り継ぎ、人の心の痛みのわかる、優
しい子どもたちを育てていきたい。
　これから先、必ず辛く、くじけそうな時もあるだろう。しかし、
家族や友人、知人との絆、そして出会ったことはないがきっとど
こかでつながっている人達との絆、様々な絆を感じれば、きっと
乗り越えていけると信じている。岩手大学で学んだということに
誇りを持ち、社会に貢献できる器の大きい人間になれるよう、努
力し続けていきたい。
　私の大学生活は、本当に幸せで充実したものであった。最後に、
出会った全ての人達に感謝の言葉を述べたい。
　ありがとうございました。

北　條　成　美
（学校教育教員養成課程　小学校教育コース 4年）

大学生活とこれから

　就職も無事に決まり、卒業を間近にした今、私が思うことは「岩
手大学」を選んで良かったということです。
　大学での四年間は、本当にいろいろなことがありました。様々
な人と出会い、様々な状況を経験し、様々なことを感じることが
でき、多くのことを学ぶことができました。
　私には、大学へ入学する前に多くの目標がありました。岩手大
学史上初のリーグ優勝、岩手大学史上初の全日本大学野球選手権
出場は、残念ながら四年間で達成できなかった目標の一部です。
この他にも、達成できなかった目標は多くあります。目標は達成
できませんでしたが、その目標を達成するために自分なりに考え
て、努力を重ねた過程において多くのことを学びました。高校の
時よりも、考え方の幅が広がり様々なことに気付くようになりま
した。努力の仕方についても、いろいろな人と出会い、話を聞い
たり、その人の生き方を見ることによって、自分の努力の足りな
さを実感させられました。
　達成することができた目標もいくつかあります。そのひとつが
就職活動です。私は卒業後、岩手大学史上初のプロ野球選手にな
るという目標を持って入学しました。四年間、苦しい場面や厳し

い場面、目標を諦めかけてしまいそうになった時期も多くありま
した。その度に、家族や先生方、先輩方や周りの仲間たちに支え
られ励まされ、その壁ひとつ一つを乗り越えてきました。そして、
おかげさまでプロ野球選手になるという目標を達成することがで
きました。ドラフトで指名された瞬間は、一緒にいた野球部のみ
んなとスポーツ教育コースの仲間たちがとても喜んでくれまし
た。その姿を見た時、私は「岩手大学に入学して良かった」と心
から思いました。
　大学四年間で一番学んだことは、「自分はたくさんの人たちに
支えられ、その人たちのおかげで生活できている」ということで
す。人はひとりでは何もできない、自分の力だけでやったと思っ
ていることでも、必ず誰かの力を借り、誰かに支えられていると
思います。
　これから先の人生、私にはまだまだ多くの夢と目標があります。
それらを達成できるように努力を重ねていき、今まで私のことを
支えてきてくれた人たちに少しずつ恩返しをしていきたいと思い
ます。

三　浦　翔　太
（生涯教育課程　スポーツ教育コース 4年）

「岩手大学」という選択

きゃんぱすだより●［キャンパス便り］
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特別支援教育科　鎌　田　文　聰
  

　2011（H23）03. 11東日本巨大地震発生…
　この日を境に国内外の「風」は、大きく変わりました。
巨大津波による甚大な被害。原発事故による果てしない
放射能の被害と不安感。私達一人ひとり、知恵と力をつ
なぎ合わせていくことが「生命」を吹き返すことにつな
がると信じます。
　1974年４月より東京都心身障害者福祉センターに３年
間勤務。その後35年にわたり岩手大学教育学部にて、同
窓生、教職員、関係する方々のお力添えを戴きながら今
日まで教育、研究に携わって参りました。心から厚く御
札申し上げます。
　顧みますと現在の「インクルーシヴ（包容、包括）教育」
「特別支援教育」に至るまでの30余年の間、「教育可能―
不可能」「要保護」「就学猶予・免除」「発達障がい」「分
離―統合教育」等々、真摯に議論され、当事者と共に「よ
りよいあすへの願いと夢」を主軸に、多様な視点や考え
方により貴重な実践が積み重ねられて参りました。
　「教育には上限も下限も無い」「子どもに合うように創
りかえていく」ことこそ「教育」であるとの想いを、心
底から考えさせられましたのが岩手であり、岩手大学で
した。心から感謝致しております。
末尾に願いを込めまして……
　ひとすじの灯よ　未

みらい

来を照らす灯よ　受け継ごう
　　　はげしい震

あらし

災にも　耐えぬいた　誇りが
　なかまの　むねから　むねへ　刻み込まれた灯よ
　　　その伝統に　あらたなる　ちからたくわえ
　　　　　　　　いまこそ　灯

とも

そう
　　　　　　　ひとすじの未

あ す

来の灯よ

無名の敬愛する人々へ

数学科　中　嶋　文　雄 

　例え、名は無くとも、あるいは貧しくとも、誠実に生
き抜いた人々こそ人生の勝利者であり、そのような人々
に私は心から敬意を表します。2011年３月11日、我が東
北の地を襲った巨大地震は多くの犠牲者を出しました。
その中には幼い命もあり、それに寄り添うような若い母
親もあり、身を挺して殉職された方々もあり、そして悠々
自適の生活を断ち切られた方々もありました。志半ばで
逝去されたこれらの人々の無念さはいかばかりであった
でしょうか。私は今、定年退職を控えて、これからの日々
を震災で亡くなられた方々を悼み、微力ながら一市民と
して復興を支えて行きたいと思います。
　私は1978年10月に東北大学理学部数学科の助手から岩
手大学教育学部数学科の講師に赴任して参りました。奇
しくもこの数か月前、宮城県沖地震があり、仙台市でこ
の地震に遭遇しました。さて岩手大学のキャンパスは盛
岡の市街地にありながら広大な敷地を有し、豊かな植生
にも恵まれて美しく、絵画を趣味としていた私は直ちに
気に入りました。当時の教育学部の学生の就職状況は現
在に比べて教員の需給のバランスがうまくいっていたせ
いか、卒業生の７割ぐらいが新年度の正規教員に採用さ
れていたようです。また学生に数学の講義を行ってみて
も、その理解のレベルは高く、そしてそれを気負う風も
無く、教職への道を歩んでゆく姿にさわやかさを感じま
した。
　私はこの定年最後の年度に至って初めて本学部附属の
特別支援学校を訪問した次第です。本学部の学生が実習
生として取り組んで来たその成果の発表の場である各作
業室では、実習生が生徒の一人一人につきっきりで、め
いめいの作業を生徒自らの手で成し遂げられるよう懸命
に支えており、その姿に感動いたしました。
　一般に若い人たちは表裏の別無く生きようとしており
ます。私達の社会が第一にこのような若い人たちが快く
働ける仕事に就けるような社会であることを自省の念を
込めて願わざるを得ません。最後に私をこれまで支えて
くれた方々へ感謝を申し上げます。
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［思い出］─ 退官される先生方から ─

　お世話になった教育学部の先生方２名がこの
３月に退任されます。

おもいで●
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［事務局だより］

　［教育学部同窓会北桐会］
　平成23年度の北桐会は、6月18日開催の評議員会に於
いて、事業計画及び予算が承認され、常任理事会を中心
に、会務の具体的計画を推進しております。
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

　6月5日・9月29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。平成22年12月の雪害が
ありましたが、被害は少なく、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。
6月25日札幌で開催されました、第4回岩手大学卒業生・
修了生と学長との懇談会への北海道支部からの参加を頂
き大いに盛り上がりました。来年第5回の同会が東京で
の開催（6月30日）が決定されております。関東周辺の
支部を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51号の発行になりました。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50万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。

○ （財）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

　同封されました岩手大学同窓会連合会報をご覧下さ
い。
⑻ お知らせ

○第5回卒業生・修了生と学長との懇談会
　【日時】6月３０日（土）15時～
　【場所】アルカディア市ヶ谷

（東京都千代田区九段北4－2－25）
関東周辺の会員の皆様、出席の程宜しくお願いいたし
ます。

○ 来る平成25年は北桐会創設60周年を迎えます。会員の
皆様のご意見を伺いながら記念事業の検討に入りたい
と思いますので、宜しくお願いいたします。　

 　　（藁谷）
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北　桐　　第51号
　　　　　　　　平成24年３月15日発行
●発行　岩手大学教育学部同窓会（北桐会）　

会　長　黒　川　國　児
〒020-8550　盛岡市上田三丁目18－33

TEL・FAX　019－621－6618
http://www.iwate.u-coop.or.jp/hokutoukai

hokutoukai-info@iwate.u-coop.or.jp
●編集　北桐編集委員会　　

委員長　及　川　千　暁
〒020-0066　盛岡市上田二丁目１－１

盛岡市立上田中学校内
TEL　019－623－4237
FAX　019－623－4239

●印刷　㈱　杜  陵  印  刷
〒020-0122　盛岡市みたけ二丁目22－50

TEL　019－641－8000
FAX　019－641－8085

　おかげさまで「北桐」51号が完成し、会員のみなさまにお届けすることができ
ます。お忙しい中、快くご執筆・ご協力いただいた方々に、誌上より厚く御礼申
し上げます。
　今号の特集は「東日本大震災」がテーマでした。編集会議でそれが決まってか
ら実際に原稿を依頼するまで、ひどく悩みました。震災の瞬間のことや直後のこ
と……思い出すのはさぞつらかろうと思われます。被災地のみなさんがどんなに
頑張っているかについて……といっても、その後ろにどれだけの悲しみを背負っ
ているかまでは書き切れるものではありません。原稿を依頼する立場にありなが
ら、私自身いったい何を書いてくださいとお願いしたらよいか、分からなかった
のです。
　編集に当たって、特集号の文章には何度も泣かされました。私たちはこの震災
に関して、声に出しても出さなくても「知りたい」と願っているように思います。
それは震災の瞬間のこと・直後のことに限らず、その後どうなっているのかにつ
いて。被災地のみなさんがどんなことを考えているのかについて。お寄せいただ
いた文章には、ニュースや新聞ではあまり大きく報道されていないような事実、「私
たちの知りたいこと」があるように思います。だからこそ、胸を打つのではない
かと思われます。改めまして、貴重な原稿をお寄せいただきましたことに心より
感謝申し上げます。
　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。
 （暁）

編集後記




