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［巻頭言］

かんとうげん●

北桐会設立60周年祝賀

こんなリーダーになりたい、出会いたい
岩手大学教育学部同窓会
副会長 木 村 幸

■はじめに

治

臣になった原敬のことです。また、太平洋戦争末期日本

北桐会設立 60 周年・還暦お祝い申し上げます。教育

を壊滅寸前から救った海軍大将米内光政です。なぜ、
「さ

学部は教師を育む殿堂であり、人間のリーダーの育みの

ん」付けで長年呼ばれ続けているでしょうか。３人の方々

場であります。北桐会は学部と手を携え発展してきまし

は盛岡、岩手の人々の心を動かす生き方をし、盛岡に伝

た。
この祝賀に人間のあり方を考える契機にしたいです。

わっている武士道の誇りを実感するからです。武士道の

■なりたい、出会いたいリーダー

新渡戸稲造、農民思いの童話の宮沢賢治も加えたいです。

・乱世等の時代の乗り切りに「教育の力」を

・東日本大震災との戦いの例に学ぶ

リーダーは組織の長のみでなく、教師は当然、人それ

東日本大震災の時、岩手県の小中学校では、学校管理

ぞれ一人ひとりの皆がこの世を生き抜くリーダーです。

下における児童生徒の死亡者はありませんでした。世界

東日本大震災で被災した方々の「当たり前のことが当

的に驚嘆されました。津波に備えての教育と避難訓練、

たり前でなくなった」
「辛い、生まれて初めて絶望を感

そして、その時の校長・諸先生の瞬時の判断と行動によ

じた」の言葉に涙がでます。教育界では全国的ないじめ

ります。本会の会員の多くの方がその指揮をとりました。

の問題等で学校の信頼が揺らぎ悲しいです。このような

誇りに思います。自宅等にいた児童生徒に犠牲者が出た

困難な環境にこそ力強く生き抜く生き方をどう育むかが

中で、釜石小学校での奇跡があります。釜石小学校は大

大学でも教育現場でも、家庭でも、個人でも重要です。

地震のときは、既に全児童は下校してそれぞれの場所に

古来、乱世や激変する社会を生き抜くには、教育の力

いて大津波に遭いましたが全員無事でした。家から離れ

が重要であり、古典と歴史、人物史を中心にして生きる

たところにいたある児童は、地震後近くの避難所に逃げ

識見を身に付ける方法で乗り越えてきました。例えば、

ました。「大地震後は津波がくるので近くの避難所にか

困難を生き抜く魂を培った会津藩日新館の教育、また、

ってにすぐ逃げること。先生が迎えに行く。」の教えを

長州藩「吉田松陰」の教育です。松陰の門下生から明治

守り避難所に３日間おりました。先生が津波の水を掻き

維新、明治に活躍した有為な人材が多く輩出しました。

分けて迎えにきて抱き合い無事を確認しました。加藤孔

教え方は封建制度の時代ですが生徒一人ひとりにあった

子校長が朝礼や授業で津波からの避難の仕方を具体的に

方法でその人の潜在能力を引き出す個人指導でした。先

教えたことが児童の心にしっかりと育まれ命を救うこと

生の姿勢は謙虚で人間力に溢れ、人間魅力がありました。

になりました。先生・児童・保護者の信頼の厚さに感動

・人物史を取り上げてみよう

します。先生も当会会員です。（他校の例もありますが

各地に優れた偉人がおります。生き方に「義」があり

省略）。

業績を含めて魅力がある偉人を取り上げてみませんか。
・盛岡の例を上げてみます。

東日本大震災の辛さを思いながら、命の危機に真正面
から向き合った方々、同窓の仲間を語り伝えたいです。

盛岡で昔から「さん」付けで呼ばれている偉人が３人

・生き方の中で大切にしたいこと

おります。
「佐渡さん」「原さん」「米内さん」です。

Putting oneself in another ’s shoes.

戊辰戦争で「薩長軍は官軍にあらず」と判断した藩首

哲学者 R・M・Hare の理論であり、「他人の靴を履く」

席家老楢山佐渡です。そして賊軍・朝敵の汚名を背負い

即ち「他人の立場になって考え行動すること」が大切と

薩長閥社会の中で「一山百文」を信条に遂に内閣総理大

思っています。いただいた同窓の絆に感謝いたします。

─１─

［特集］

東日本大震災からの復興
心

の 力
山田町立山田南小学校校長

佐

（その１） 神頼みはもろくも崩れ・・・

賀

敏

子

た条件の中でできる行事を創ること等、私の提案を真

東日本大震災津波の発生前、私は青く朝日に輝く山

正面から受け入れ、試行錯誤を繰り返して実現させた

田湾を望む山田八幡宮を訪れ、
「今日一日何事も起こ

本校の職員には感謝の気持ちでいっぱいです。「子ど

らず元気で過ごせますように……」と参拝することが

もたちのために」という目的に向かって心を強くつな

日課となっていました。鳥居の近くに建立されている

ぎ、真っ向から「教育の復興」に取り組んでくれました。

石碑には地震・津波から命を守るための古からの教え

そして、現在は学校の教育活動を通して地域・保護

が刻まれています。
「地震が起きたら津波が来る。こ

者とのつながりを強めながら、子どもたちが自己実現

こより高い所に登れ……。
」他人事のように何度も読

できるような学校をめざしています。

んでいました。古の人々の教えは間違っていませんで

しかし、日常生活が正常化に向かっている反面、子

した。その後、大津波はまさにその場所まで押し寄せ

どもたちに安心できない状況も見えてきました。学校

たのです。

では笑顔で過ごしていても、家庭環境は様々で胸が痛

（その２） 夢中の日々・・・

くなるような実態もあります。あの直後には想像もし
なかった復興の妨げとなる見えない困難が少しずつ起

山田南小学校校舎は直接の被災はありませんでした

きているのも現実です。

が、震災直後から「避難所」「救護所」「消防本部」に
一変してしまいました。その後の４月20日の学校再開

学校教育の役割は大きいと感じながらも、短時間で

から８月17日までは、避難所と病院と学校とが共存し

それを解決できるような簡単なものではないと感じて

ている状況でした。

います。また、子どもたちの知性や心の成長には時間
がかかります。

本校避難所の対応をしながら子どもたちがいる何か
所もの避難所を訪問したこと、不明の児童を探しに奔

見えない困難やゴールに立ち向かうエネルギーは教

走したこと、卒業証書授与で一人ひとりに拍手が起

職員の「心の力」に他なりません。被災直後から私は

こった普段着での卒業式、学校再開のために奔走した

教職員の献身的でひたむきな心に何度となく感謝し感

こと、そして学校再開からの今までのこと等々、一生

動してきました。ここから「負けない」という心の復

脳裏から離れることのないこの２年間の夢中の日々

興が始まっていたのだと思います。
私は震災の体験を通して、絆とは作ろうとしてでき

は、10年以上経過したようにさえ感じられます。
（その３）職員に感謝して・・・

るものではなく、共に何かに向かって心と力を合わせ

当時、本校の教職員には被災した職員が７名、そし

る時に自然発生的に出来てくるものだということ、そ

て家族を亡くした職員もいましたが、全員、子どもた

して、そこから「心の力」が生まれることもわかりま

ちのために「獅子奮迅」のごとく結束して立ち向かい

した。
震災・大津波の被災体験を大きなバネにし、今後も

ました。
ガソリンがなく雪の中を自転車で宮古から５時間も

学校が心を一つにしたチームとなって、子どもたちの

かかり出勤した職員、自分たちで当直を決め避難所対

「夢や希望をかなえていこうとする強く明るい心」を

応・被災児童の対応をしてくれた職員、そして「心の

時間をかけて育てていきたいと思っています。

サポート」のために考えを出し合ったこと、与えられ

（昭和52年度・甲一類保健体育科

─２─

卒業）

とくしゅう●

「新生！小本中」への道
岩泉町立小本中学校校長

小

震災後、約20㎞内陸の岩泉中学校をお借りして学校を
再開した。受け入れ体制にかなりの負担をかけたにもか
かわらず岩泉中学校の皆さんにはとても温かく迎えてい
ただき感謝の気持ちでいっぱいである。生徒たちは様々
な交流を通して岩泉中学校の文化から多くのことを学び
ながら９ヶ月を過ごした。
応急仮設校舎は平成24年１月に小本小学校大牛内分校
の敷地に建てられた。小本小学校本校とともに３つの学
校が校庭・体育館・特別教室などを共有しながら生活し
ているため、自然な形で望ましい小中連携が実現できて
いる。
平成24年度開始にあたり「新生！小本中」を掲げ３つ
の柱を立てた。
１「中学生としてのあたりまえの生活を送ること」
現在在籍している生徒はこの仮設校舎で中学校生活を
送って卒業していく。仮設住宅から通学する生徒もいる
中、
この校舎での学校生活は様々な不便はある。しかし、
この環境でできる生活を充実させることが大切であると
考えた。生徒たちは授業・行事・部活動等に精一杯取り
組んでいる。そして、各種大会や文化活動でもこれまで
以上の成果を上げてきた。特に、思いやりの心や協調性
が大きく育ってきている。
２「地域の方々に元気な小本中生の姿を見せること」
被災して先の見通しが持てない中、必死で生活してい
る仮設団地で暮らす方々をはじめとする小本地区の方々
にとって、小本中生の活力ある姿は心の支えとなる。生
徒たちは学校行事はもとより、各種支援・交流事業の開
催のたびに地域の各家庭に案内を配布し呼びかけしてき
た。町から送迎バスを運行していただき、毎回多くの地
域の方々と交流できた。また、本校の文化祭「龍甲祭」
では、仮設住宅の方々のご意見をいただきながら、様々
な新しい活動を行った。そして、
これらの取組を通して、
生徒たちは「自分たちが小本の未来を担っていく」とい

野

佳

保

う強い決意を持つようになってきた。
３「新しい小本の創造に積極的に関わること」
将来、自分が暮らす新しいふるさとを自分の手で創造
するためには、様々な提言や要望を発信していくことが
大切であると考えた。生徒会活動を核として様々な場面
で意見を交流している。町の中学生議会では町長に提言
し、それを受けて町長が来校して生徒たちと意見交流を
している。また、役場や教育委員会から新小本駅や新校
舎の構想などの説明を受けて意見や要望を述べるなど、
生徒たちは、自分のふるさとづくりに主体的に関わる活
動をしてきた。また、地域の各組織のご協力をいただき
ながら、新巻鮭つくり・旧道をめぐる小本ハイキング・
漁船による茂師クルーズ・明神山登山・おもと復興青空
市・助け合い演芸会など、震災前と同様の活動を再開す
ることができた。
「新生！小本中」の取り組みのひとつとして、全校生
徒の作詞によるオリジナル合唱曲「絆〜かけがえのない
あなたへ〜」を完成させた。震災以降、国内外から温か
い支援を受けてきた。全校生徒の台湾ホームステイ、県
内外中高生との交流、各種コンサート等、これらの体験
や交流は生徒たちの心を癒やし、
活力となった。そして、
その中で感じ得たことを生徒たちは歌詞にした。併せて
「校歌」をはじめて混声３部で合唱した。生徒たちには、
これらを歌うことでこれまでの生活を振り返り、新しい
小本地域と小本中に思いを寄せ、将来への決意を強くし
ていってほしいと願っている。
震災以降、学校は地域コミュニティーの重要な核のひ
とつであることをあらためて強く感じている。地域が落
ち着いた生活を取り戻すにはまだまだ時間を要するが
「地域の中の学校」としてこれからも役割を果たしてい
きたい。そして、様々な体験をした生徒たちは必ず自分
のふるさとを育て守っていくと信じている。

演奏したときの様子

（昭和59年度・中学校教員養成課程・音楽科

応急仮設校舎

─３─

卒業）

［桐の葉物語］
感
南

謝
舘

大学を卒業し、教員生活をスタートさせ８ヶ月が経

淳

基

ら教員としての一歩を踏み出しました。今、私は盛岡市

ちました。子どもたちと笑いながら過ごす日々がかけが

で５年生の担任をしています。５年生の子どもたちは、

えのないものとなっています。このような気持ちで教員

高学年として下級生の手本となろうと、清掃活動や委員

生活を送ることができているのも、４年間の岩手大学で

会活動など毎日を全力投球で過ごしています。そんな子

の大学生活があったからです。

どもたちに、教員になったばかりの私も、元気だけは負

大学３年生で小学校での教育実習にのぞみました。初

けないように一日一日を全力で過ごしています。毎日の

めて先生と呼ばれた嬉しさと、本当に先生としての姿を

一つ一つが初めてのことばかりで、些細なことで悩んだ

見せられるかという不安が入り混じった感覚を今でも覚

り迷ったりすることがありますが、職場の先生方が親身

えています。担当の先生方に、授業のこと、子どもたち

になってどんな話も聞いてくださり、アドバイスをくだ

との接し方などたくさんのことを教えていただきまし

さいます。そして何より、子どもたちと一緒に勉強した

た。それを基に、自分なりに考えてのぞんだ授業や、一

り、一緒に遊んだりする時間はもちろん、空いている時

緒に汗を流した休み時間。たくさんの経験をさせていた

間に、好きなアイドルの話やONE PIECEの話をする何

だいた小学校教育実習でした。子どもたちの笑顔があっ

でもないような時間が、今の私を動かす原動力となって

たから、指導してくださった先生方のようになりたいと

います。
大学に入学するまでも、してからも、そして大学卒業

思ったから、私は教師になる決心を固めることができま

後も、いつも私の心配をしてくれる両親がいます。実家

した。
教育実習が終わった後は、ひたすら教員採用試験に向

に帰るたび、温かい言葉と身も心も温まる料理をつくっ

けた勉強の日々でした。先の見えない勉強にくじけそう

て迎えてくれます。照れくさくて、面と向かって感謝の

になったときもありました。しかし、ほかの研究室を見

言葉を口にするのは難しいのですが、いつもその気持ち

に行くと、一心不乱に机に向かって勉強している、同じ

は心の中にあります。

夢に向かってがんばっている仲間がいました。そんな仲

こうして振り返ってみると、私が教師として今過ごせ

間たちとともに勉強したり、ご飯を食べたり、お酒を飲

ているのはたくさんの人の支えがあったからだと実感し

んだり…。この日々の中で生まれた絆は、何にも代え難

ます。家族、友人、たくさんの先生方、たくさんの子ど

い大切なものとなりました。この絆、仲間が大学で得た

もたちがいつもそばにいてくださいました。ただ、一人

一番の宝物であろうと心から思います。

ひとりに感謝の気持ちを示すのは難しいと思います。だ

たくさんの先生方にもお世話になりました。研究室で

からこそ、今の自分の使命を自覚し、今まで教わってき

勉強していたときに、いつも温かい言葉をかけてくだ

たことを、次の世代の子どもたちに伝えていくことが間

さった研究室の先生をはじめとする理科の先生方。お忙

接的ではありますが、今の自分にできることではないか

しいのに週に一回必ず小論文を見てアドバイスをくだ

と思います。感謝の気持ちを忘れず、子どもの笑顔と成

さったり、セミナーでたくさんのことを教えてくださっ

長を楽しみにしながら、自分も成長していけるようにし

たりした国語科の先生。本当に感謝しています。また、

たいと思います。

たくさんの先生方のセミナーに出席させていただいて、
力をつけることができました。

（平成23年度・学校教育教員養成課程・

たくさんの人に支えられた大学生活を終え、本年度か

─４─

小学校教育コース理科サブコース

卒業）

きりのはものがたり●

上田通り
太

田

必ず、といえば少しうそになってしまいますが、上田

崇

いう仕事が抱える責任の重さを受け止めています。

通りを通るたびに思い出す光景があります。

その昔、石炭がエネルギー資源の中心だったころ、多

大学４年生の初秋。教育実習で上田中学校にお世話に

くの鉱夫が地中深くで採掘を行っていました。地中には

なりました。
教職以外の進路を模索していた私にとって、

危険がたくさんありますが、中でもガスの発生は予想し

学校という現場に向かうのは正直やや気持ちと足どりが

難く、特に恐れられていたといいます。そのため鉱夫た

重くなるものでした。

ちは身を守るために、常にカナリアを地中に連れて行っ

何も分からないまま過ごした数週間でしたが、結局あ

ていたそうです。

の実習が私の教職のスタートとなったような気がしま
す。

カナリアは周りの変化に敏感で、何かおかしいこと、
いつもと違うことを感じると体いっぱいで騒ぎます。そ

夜中まで授業の案を練って指導を仰ぎ、実際に授業を
して思い通りにならず、また次の授業を考える。帰りは

れを見て鉱夫たちは異常を感知し、進むべき方向を正し
ていました。

日が変わることも珍しくありませんでした。煮詰まって

詰め込みの時代が過ぎゆとり教育が見直され始めてい

熱くなった頭を冷やすように外に出て人気のない通りを

る昨今、教育は大きな転換点を迎えています。今こそ教

みんなで歩くと、試験が終わった後のようななつかしい

師は炭鉱のカナリアであるべきではないかと感じます。

開放感を感じ、夜風に吹かれ天上を眺めながら「難しい

何が正しいものなのか、何が本物なのか子どもたちが

ね」
「うまくいかないね」と語り合いながら通りをたど

迷ったとき、学級や学校、ひいては社会におかしなこと

りました。

があったときにそれらを一早く察知し、正しい方向に導

たくさんの思い出ができた実習でしたが、今でも不思

いていけるような存在でありたいと考えています。

議とその一場面が思い出されます。右往左往しながら

小久慈小学校は本年度、学校公開を終えました。

も、それだけ熱を持ってすごした密度の濃い４週間だっ

子どもたちは多くの先生方に囲まれながら授業に向き

たからなのでしょう。

合い、緊張しながらもよく考え自分の力を発揮しました。

教職につき16年が過ぎた今、この職の楽しさと恐さが
少しだけ見えてきたような気がします。

学習だけではなく大きな経験をすることで、また一回り
大きく成長した姿を見て取ることができました。

日々子どもたちの成長のそばに身を置き、非才ながら

担任の先生方は授業の計画や理論研究に励むことで子

も自分の力を子どもたちの一助にできるのは嬉しいもの

どもたちの力を伸ばし、担任外の先生方は公開に関わる

です。

準備を精力的に進めてきました。学校を取り巻く環境は

時間がかかりどれほど努力を要しても、それらの苦労
が消えてなくなる一瞬というものがあります。

年々厳しくなってきますが、子ども、職員、保護者が一
丸となって取り組む姿を見て、現場もそう悪いものでは

しかし一方、人の人生に関わるというということの恐

ないと感じた一年でした。

さも分かるようになってきました。

上田通りを歩いた頃の初心をいつまでも忘れずに、今

多くの可能性を秘めている子どもたちに接するという

後も日々修養に励んでいきたいと考えています。

ことは、自分の一授業、一行為が子どもたちの可能性を
開かせるかもしれませんし、またその逆も十分にありえ
るということだと思います。今更ながら、改めて教師と

─５─

（平成８年度・中学校教員養成課程・英語科

卒業）

［桐の葉物語］

走れ
厚

アツキ！
木

直

毅

アツキは激怒した。必ず、かの非協力的な生徒たちを

くない、そこに本当のカッコよさがあるはずです。」と。

叱らねばならぬと決意した。アツキには教育がわからぬ。

先生の寛大さに、改めて新鮮な感動を覚えました……。
── 太宰の「走れメロス」は私の卒論テーマでした。

アツキは、まだ教育実習生である。剣道をし、アルバイ
トをして過ごしてきた。けれども怠慢に対しては、人一

（拙稿の冒頭はメロスを意識しています。）ゼミの担当

倍に敏感であった。

教官であった望月先生（現盛岡大学学長）は当時、附属

ここは岩手大学附属中学校である。今日、平成７年９

中の校長を兼務されていました。実習録には実習初日の

月25日の３Ａ終会のコメントは、確か別の実習生が担当

校長講話のメモが残っています。「下手で当然。しかし

するはずであった。それを「どうしても言いたいことが

熱意と誠意をもって臨まなければならない。これを時間

ある」と半ば強引に代わってもらったのだ。

成熟の原則と呼びます。」また、卒業時には望月先生か

３Ａはその日、合唱コンクールに向けて練習をしてい

らメロスに掛けて「走れアツキ！」と書いて頂きました。

た。課題曲の「流浪の民」であった。指揮者が声をかけ

（もちろん研究レポートが遅れがちであった私への訓戒

てもさっぱり声が出ない。それどころか視線も定まらな

の念が込められていたはず。）数々の熱いお言葉の中で

い。実習生の紹介式で私たちを迎えてくれた素晴らしい

もこれらは忘れがたく、常に私の支えとなっています。
──卒業以来、附属中を訪ねることはありませんでし

歌声……あの感動的な合唱はどこへ失せた？
聞いて、アツキは激怒した。
「あきれた生徒だ。この

たが、平成19年の学校公開教育研究大会に参加する機会

ままにしてはおけぬ。
」アツキは、単純な男であった。

を得ました。12年ぶりに校舎に入ると緊張感がよみがえ

何の考えもなく終会で口火を切った。
「ふざけるな。あ

りました。その時、廊下で「や、久しぶり！元気か？」

の合唱練習は何だ。一生懸命やろうとする仲間を裏切る

と爽やかに声をかけて下さった方がいました。剣道部で

のか？附中生の力はこんなものか！」

お世話になった浅見先生でした。先生はその時、附属中

──「実習録」と表書きしたノートを読み返してみる

の校長をなさっていました。学生時代の私は決してよい

とあの日のことがよみがえります。ずっと心に引っか

部員とはいえませんでした。しかし、にこやかな顔で差

かったままのこと、「あれで良かったのだろうか？生徒

し出された手を握り返しながら「ああ、来て良かった」

が自ら変わろうとする機会を奪ってしまったのでは？」

とつくづく感じたのです。先生は、ご著書『世界に羽ば

と自問を繰り返しています。当時３Ａの担任だった三浦

たけ』の中で「心底、本物になろうと思ったら、修行を

先生には一実習生の暴挙をお詫びもしないままになって

積まなければなりません。その修行の道筋を外さないた

います。申し訳ない気持ちが尽きません。継続して生徒

めにも本物の師匠が必要です。」（p. 192）と述べておら

と過ごすお立場からすれば、こんな実習生がいたらさぞ

れます。

迷惑であったことでしょう。それなのに三浦先生は実習

師匠や友人とは離れていても、修行の道筋で必ずまた

録へ次のような言葉を残して下さいました。
「先生のメッ

出会うことと思います。岩手での代え難い出会いに感謝

セージは生徒の胸にしっかりと生きているようです。真

し、力強く走り続けていきたいと思います。

面目さや一所懸命さが笑われたり、バカにされたりする
風潮がありますが、でも、やっぱり一所懸命さは失いた

─６─

（平成７年度・中学校教員養成課程・国語科

卒業）

きりのはものがたり●

あきらめないご褒美
三

浦

卒業して20年以上が経ち、現在は４校目の学校で保健
体育科の教員を務めています。初任から現在まで、年数
はかなり重ねましたが、共通して言えることは、中体連
と部活指導で多くを学び、貴重な体験を得ることができ
たことです。その中心となって私にエネルギーを与えて
くれたのは中学生の部活動に対する熱意です。
初任校では野球、
２校目ではソフトテニス部を担当し、
その２競技も、技術向上、大会での勝利を目指し、生徒
とともに、汗を流して活動し充実した日々を送らせても
らいました。私の専門はサッカーでしたが、３校目の学
校で初めてサッカー部を担当することができました。
サッカー部のある学校へ勤務できた事は幸運でした。
今から思えば、２校目までに２つの競技に携わることが
できた事も、指導者として大きな財産になりました。他
競技の特性を知ることができたこと、一球を大切にする
ことや勝負感、その一瞬の判断力など様々実感させられ
ました。
私は、３校目から現在まで通算14年間サッカー部の指
導をしています。専門ゆえに、何とか勝たせるチームを
つくろうと、取り組んできましたが、そう簡単なもので
はありませんでした。今年は勝てると思った年に、必ず
上位大会へ進めるわけでもなく、なかなか結果を出すの
は難しいと感じています。サッカーに限らずどの種目で
も、中学３年間、実質は２年間ぐらいでチームをつくり
あげたり、良い選手を育成したりすることは、とても困
難だと私は常に感じています。
そんな中でも、
その年度年度でチームに目標を持たせ、
戦う姿勢だけは持ち続け、モチベーションを高めて指導
してきました。幸運なことに、前任校で丁度、そして今
年度２度目の優勝ができました。指導者として、これほ
ど、恵まれたことはないと感じています。当然、勝つた
めには選手の力が絶対です。今年度はチーム力が高く、
攻撃サッカーを貫いて県大会を制覇し、東北大会３位、
全国大会出場を勝ちとることができました。選手は全員
走り込みを続け、どんな苦しい局面でもあきらめず戦い
続けるサッカーを積み重ねてきました。そのご褒美だっ
たと思います。振り返ってみるとそのご褒美の最初で最

仁

大の出来事は、盛岡大会１回戦大宮中との戦いでした。
ボール支配率も高く、攻撃回数も圧倒していたゲーム
展開でした。前半終わって２対０、誰もが北陵中のペー
スで勝ちゲームだと思っていました。後半になり大宮中
のポジションの変更はあったものの、大きく戦況が変わ
る気配はなかったのです。しかし、ある瞬間から一転し
ました。カウンターから相手ＦＷにゴールを奪われ１失
点、それでも、優勢にすすめていたのですが、再びカウ
ンターから失点し、同点、よくある流れの悪いパターン
になりました。追いかけ追いついたチームの勢いはやは
りすごく、我々も、戦ってはいましたが明らかに雰囲気
は怪しくなっていました。そして三度、カウンターから
の３失点。残り時間はわずかであり、典型的な敗けパター
ンでした。私自身も残り２分をきったところで敗戦が頭
をよぎりました。今年のチームは手ごたえ十分でもこう
いう運命だったのかと、今までの出来事が回想された瞬
間がありました。確かに戦っている選手たちも動揺し、
焦りプレーをしていました。コーチングする私も、頭の
中では敗戦を覚悟していたのですが、心は不思議と穏や
かだった気がします。後半終了間際、必死に走り続け、
ボールを前戦へ送り続けている選手たちに奇跡の瞬間が
訪れました。仲間を信じ、走り続けた選手たちは、見事
な同点ゴールを奪いました。その後延長になり、走り、
攻め続けたチームは勝ち越し点をあげ、ぎりぎりの勝利
をあげたのです。この試合こそ、全国大会出場につながっ
た最もポイントとなる試合でした。一度どん底、これほ
どない逆境を体験した選手たちは、体力・技術の他に一
段と精神的に逞しくなり、どんな場面でもあきらめず、
仲間を信じたプレーに輝きがでてきました。
一瞬の判断、勝負の運、いろんなことが、勝敗にはつ
いてきますが。この１年は、選手の積み重ねた努力とひ
たむきに戦う姿に感動した１年になりました。本当に子
どもたちからは、様々な場面で刺激をもらい、パワーを
もらい、感動をもらっています。これからも共に目標に
向ってチャレンジしていきたいです。

─７─

（平成元年度・中学校教員養成課程・保健体育科

卒業）

［桐の葉物語］

ソフトボール
田

口

おそらく、高校時代に男子ソフトボール部に所属して
いたという岩手の教員は、先輩３名と私だけ（いらして

秀

樹

ジャガーズソフトボールクラブ」へ誘われる。
４

じゃあ、また来年
ジャガーズは県内唯一の教員チームであるため、毎年

も数えるほど）と思っている。
振り返るとソフトボールが運命の岐路に関わってい

東北大会に出場できる。集まっての練習も無く、他県の

た、私の学生時代から今日までだった。

代表が強いため、なかなか全国大会には進めないが、一

１

年に一度、球場で会い、試合を楽しむ仲間がいる。試合

受け入れる体制がありません。
大学入学時、いわゆる甲Ⅱ類数学科の希望者が多かっ

が終わると、それぞれ「じゃあ、また来年。」と県内各

たために、選抜試験が行われた。前の年も行われるはず

地に散らばっていく。若い教員が少ないので人員不足と

だったが、希望者は全員入れたとの情報から、安心して

なり、私も未だに外野を守らなければならない。（当然、

試験３日前の般教ソフト大会に参加。我がＨＭＰ（福岡

ベンチには誰も残ってはいない。）

マッドポリス）
は見事優勝！

５

しかし当然ながら試験後、

絆

研究室に呼び出され、Ｓ木Ｍ男先生から「試験の結果、

ソフトボール競技の特徴は、中学生から社会人まで使

数学科には、あなたを受け入れる体制はありません。」

用するボールの大きさが同じなので、合同練習が可能な

という温かいお言葉により、教育学科へ。

こと。そのため、ソフト部顧問・教員ソフトチーム・中

２

体連ソフトボール専門部の活動を通じて、県内外の小学

振り替えておいたよ
大学で講義に出ないときには、ラグビー場で友達とソ

校から高校までの先生方にお世話になっている。また、

フトボール三昧。大学祭の早朝ソフトボール大会でも優

数年前までは地区の職員レクでソフトボールをすること

勝３回、
準優勝１回。ついでに盛岡大ソフト部にも勝利。

があり、対戦相手だった先生がその後、同僚になったり

いかに、ソフトボールが中心の４年間だったか。

任用試験の面接官だったり・・・。困ったことがあった

一応勉学も低空ながら、落下せずに終えようとした卒
業数日前、
取得免許の確認をしたならば、あるはずの「数

とき、その絆は、広くて強く、ありがたい。
６

至福の時

学」がない。事務室で確認すると集中講義で取ったはず

現在、私が留置されている部屋（人は校長室と呼ぶ）

の「解析」の２単位が未認定！
！ 東北大の講師に連絡し

には、今年度中総体女子ソフトボール競技の地区・県・

たくても、
「春休みで不在」とのこと。途方に暮れ、再

東北と、新人大会地区・県の優勝旗・カップが飾られて

び事務室を訪れると、土曜にソフトボールを一緒にして

いる。（ここに無いのは全中の優勝旗だけ《笑》）私がソ

いた事務員さん。
「あ〜田口さんね。振り替えておいた

フト部顧問の時には、どう逆立ちしても手にすることが

から。
」見事（？）数学２級免許取得して卒業。

できなかったのに。）猛練習に耐えた生徒、それを支え

３

る顧問やコーチ、保護者に感謝している。そして、私は、

来るか
小学校勤務の10年目を終えるころ。大学祭ソフトボー

パソコンと格闘しつつ様々なあいさつ原稿書きに追われ

ルで対戦したのがきっかけで知り合った先輩から「中学

るが、時折顔を上げると視界に入る優勝旗を眺めるのが、

校に来るか」との言葉。どういう流れかは、今も分から

視力と元気回復を兼ねた、至福の時となっている。

ないが、11年目から、その先輩の中学校に勤務。
その頃、地区ソフト部講習会の講師先生に「岩手教員

─８─

（昭和58年度・小学校教員養成課程・教育学科

卒業）

きりのはものがたり●

連携・連接・一貫
松

井

繁

紀

の後、４校目の中学校でも、市教委の指定を受けて道徳

「自習にして校長室に来なさい。」
いきなり、授業中に校長先生が教室を訪れて発した言

的な実践力の育成を目指して小中の「連接」について研
究することになった。学区の小学校２校とともに、合唱

葉だった。
大学を卒業後、岩手県の教員として採用され、へき地

交流やスポーツ交流、授業交流、地域交流など、よいも

の小学校に赴任した。へき地といっても最初に担任した

のを見せるモデリングを継続することで小中連携から発

クラスは、１学級36名の普通の学級だった。分からない

展した「連接」を目指して取り組んだ。
現在、６校目となる前沢中学校では、県の研究指定を

ことだらけだったが、徹底的に子どもたちと一緒に学習
したり遊んだりして過ごすことを心掛けた。そうして、

受けて市教委の小中一貫教育推進事業のコーディネー

３年が過ぎようとしたあの日の出来事だった。校長先生

ターを務めている。小中一貫教育の柱は、「義務教育９

から中学校で数学を教えてほしいという転任の話があっ

年間を見通したカリキュラムの作成」
「小中授業交流」
「小

た。全く考えもしていなかったことだったので、その事

学校教科担任制」である。小学校とは約３km離れてお

を校長先生には伝えたが、中学校に勤務することになっ

り授業交流は容易ではないが、小学校と中学校の教員が

た。

毎日両校を行き来して算数・数学の授業を担当している。

磯の香りの漂う海辺のかなり古い木造校舎は、正門か

中学校の教員が小学校６年生２学級の算数に、小学校の

らの桜並木がとてもきれいだった。４月、小学校では経

教員が中学校１年生４学級の数学の授業に入り、協力し

験のなかった初めての空き時間のことだった。職員室に

て少人数指導を行っている。小中の時程が違うことと移

いると、鼻から口にかけて血だらけの先生が顔を押さえ

動時間も考慮し、時間割を作る必要があった。曜日変更

て戻ってきた。喧嘩の仲裁に入って、偶然にも生徒のひ

や時間割の変更が難しいため、授業時数の調整も大変

じが顔面を直撃したとのことだった。また、学級用に渡

だった。小中合同研究会や打ち合わせ会もそれぞれの行

されたマジックを教室に置いていたら、その日のうちに

事の合間に何とか設定した。小中の算数・数学科、教

マジックは消え去り、教室に落書きが残されていた。

務、研究を中心に職員、市教委みんなで知恵をしぼりな

同じ「学校」であるにもかかわらず、小学校との違い
を、強烈な印象として記憶している。すごい所に来てし

がらの３年間だった。そして、苦労の甲斐もあり、大き
な成果が表れてきている。

まった。それでも、同僚の先生方に支えられながら、な

卒業して28年、小中連携から連接、一貫教育に携わる

んとか「中学校」という環境に慣れていった。大変なこ

機会をいただき、子ども達一人ひとりを９年間という視

とも多かったが、子どもたちの進路決定に大きく関わる

点でとらえる重要性を強く感じている。

ことができる中学校とその生徒に魅力を感じるように

「小学校」と「中学校」は似て非なるものではあるが、
どちらも子ども達のために職員が尽力していることに変

なった。
３校、
３年目の３月に、また校長室に呼ばれた。「今度、

わりはない。小中の職員がそれぞれの特性をより深く理

市教委から小中連携の研究指定を受けたので研究主任を

解し合い、一貫性をもって取り組むことで、より効果的

やってほしい。
」とのことだった。当時、あまり研究事

に子ども達の成長を支援できるものと考える。

例の少ない分野だったが、小学校と共同して小中の教科
系統表の作成とそれをもとに授業改善に取り組んだ。そ

─９─

（昭和59年度・甲一類技術科

卒業）

［キャンパス便り］
言葉の大切さ
川

大学３年目を迎えて、１つの大きな山場がありました。教育実
習です。生徒とたくさん話したい、こういう授業をしたい、教え
たい、という思いはありましたが正直不安でいっぱいでした。
教育実習が始まり、一番苦労したのが授業でした。私は前半は
女子水泳、後半は女子バレーを担当しました。そして、
「５組さん」
という特別支援学級のプールの授業にもサポートとして参加させ
ていただきました。バレーのことしか頭になかった私は、水泳の
指導に苦労しました。ほぼ１日中プールに入って授業をするか、
教材研究をするかの毎日でした。どの学年も学習内容は同じよう
なもので、同じ単元を何回も教えました。その中で、言葉の重要
性に気がつきました。少し表現を変えるだけで生徒の反応が良く
なることがありました。これはバレーでも同じです。動作のポイ
ントをいかにわかりやすく生徒に伝えるか、生徒のつまづきを見
つけて声かけをするか、体育ではとても大切なことで、難しいこ
とです。この言葉を見つけていくことが、教員の役割なのではな

原 彩 香
（生涯教育課程

スポーツ教育コース３年）

いかと思いました。
また、私は部活動にも参加をさせていただきました。部活動で
は初心者が多く、今まで私が教わってきたやり方だと伝わらない
ことが多くありました。それぞれのレベルに応じた説明の仕方を
考えなければならなく、ここでも言葉の重要性を感じました。部
活動の先生は、私の指導に対して批判をせず、ほとんどの時間を
私の指導の場にあてて下さいました。私も自由に指導することが
でき、生徒がうまくなったと言われたときは、何とも言えない嬉
しさがこみ上げてきました。
４週間という短い実習の中で、苦労することはたくさんありま
した。しかし、仲間と協力し、支え合うことで乗り越え、教える
ことの喜びを知りました。私は今、教員採用試験に向けて勉強を
しています。何年かかっても教員になりたいと思っています。教
育実習で学んだこと、得たことを、まだ見ぬ未来の生徒へ伝える
べく、勉強に励んでいきたいです。

４年間を振り返って
田 中 春 日
（学校教育教員養成課程 小学校教育コース４年）
岩手大学で過ごした四年間は、今までの学生生活の中で最も充
実しており、私を大きく成長させてくれるものだったと強く実感
している。部活動、短期留学、教育実習、そして教員採用試験と
たくさんの経験の中で、悩み、失敗を繰り返しながらもその度に
周りの人々に支えられ、自分の意思を強くしていくことができた。
私がどんなときでも目標に向かって歩み続けることができたの
には、理由がある。それは、いつも楽しく、そして心から尊敬で
きる友に囲まれていたことだ。夏場はサウナのように蒸し暑く、
冬は手足が凍りつきそうなほど寒い道場で部活に励んだ日々、思
うような授業ができず、毎日指導案作りに頭を抱えた実習、朝早
くから夜は日付が変わるギリギリまで問題集と闘った日々、辛い
思い出であるはずなのに、私の頭の中はいつも友達の暖かい笑顔
で溢れる。私の周りにいる友達は、私の元気の源であり、そして
誰よりも身近で私に多くの学びを与えてくれる、心の師のような
存在であった。このようなかけがえの無い存在に囲まれ、切磋琢

磨し合いながら過ごした四年間は、私にとっての何よりの宝であ
り、これから社会に出ていく上での、私の自信となるだろう。
春から、子どもたちと共に過ごす日々が始まる。辛いときや挫
けそうなとき、私は今の気持ちを思い出し、前を向きたい。「我
以外皆我が師なり」どんな時でも自分次第で周りにある全ての存
在が私に教えてくれるものがある。先輩、後輩、友人、家族、そ
して子どもたちから学ぶ姿勢を忘れずに、いくつになっても周り
から吸収し、自分の生き方に反映させていきたい。
私がこのような満ち足りた大学生活を過ごすことができたの
は、周りの友人をはじめ、小・中・高・大学と出逢うことのでき
た恩師の方々、そしていつも陰で一番に私を気遣い、支えてくれ
た家族のおかげである。これからは、やっと恩返しができると嬉
しい気持ちでいる。本当にあっという間で、そして実りの多い、
充実した４年間であった。私に関わった全ての方々に心から感謝
し、残りの数ヶ月を大切に過ごしたい。
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きゃんぱすだより●

全日本大学バスケットボール選手権大会
佐

卒業を間近に控えた私が今感じていることは、貴重な大学生活
を岩手大学で過ごすことができたことへの感謝の気持ちである。
特に、部活動での経験が私の大学生活をかけがえのないものにし
てくれた。
東北リーグで優勝し、インカレ（全日本大学バスケットボール
選手権大会）に出場することを目標にバスケットボール部に入部
したが、周りのレベルの高さに圧倒され何度も挫折を経験した。
その苦難を乗り越えた側には、いつも切磋琢磨した仲間がいた。
時にはぶつかり合い、そしてまた支え合った仲間がいたからこそ、
技術だけでなく精神面も大きく成長することができた。結果とし
て岩手大学バスケットボール部は、41年ぶりに東北リーグで優勝
し、インカレに出場することができた。４年間の集大成ともいえ
る最高の結果を残すことができて、とてもうれしく思う。
また、３年次に経験した教育実習は、勉強の面で私に大きな影
響を与えた。
元々教員を志望していたので、教員実習はとても楽しみにして

藤 大 地
（生涯教育課程

スポーツ教育コース４年）

いた。しかし、実際に始まってみると教えることや授業を構成す
ることの難しさに直面した。思うようにいかず、実習前に考えた
授業全体の計画は初日で全て考え直さなくてはならなくなった。
毎日悩み、教師という仕事の大変さを実感していた。しかしこの
時も、指導して下さった先生方はもちろんだが、同じ学科の仲間
たちに協力してもらい、ともに成長することができた。自分が教
育実習を実りあるものにし、より強く教員を目指そうと思えたの
も、一緒に実習期間を過ごした仲間がいたからである。
全ての結果に満足しているわけではない。しかし、それもまた、
私の人生において大きな糧となり、財産となると思う。その影に
はいつも仲間の存在があった。苦楽を共にした仲間がいたからこ
そ、私は充実した大学生活を送ることができたのだと思う。私と
関わり、私を成長させてくれた全ての方々に感謝の気持ちで一杯
である。だからこそ、私は岩手大学で学んできたことを次の世代
に伝えていきたいと思う。後輩の方々にも、より多くの仲間を見
つけ、貴重な大学生活を送ってほしい。

100回の失敗より1 回の諦めが夢を壊す
藤

期待に胸ふくらませ入学したのは４年前のことでした。私には
高校時代に成し遂げることのできなかった「陸上競技の全国大会
で決勝に残る」という夢がありました。
高校から始めた陸上競技は上位の大会に行けばいく程、もっと
速くなりたい、もっと強くなりたいと思い、インターハイで決勝
の舞台に残ることが夢でしたが、迎えた最後のインターハイは準
決勝落ちでした。自分のいない決勝は見たくないほど辛く、弱さ
を痛感したことを今でも覚えています。この悔しさを糧に大学で
は絶対に入賞することを目標に練習に励みました。
４年間を振り返るとあっという間で、とても色濃く充実した毎
日でした。大学は、時間を有効活用するのも無駄にするのも自分
次第です。学年を重ねるごとに時間を有効に使う事ができるよう
になり、練習も効率よく、思い描いた通りにできるようになりま
した。そして３年生の時、やっと夢だった全国大会の決勝に残り、
６位に入賞をすることができ、４年生ではさらに上の表彰台に登
るという次の目標に向けて練習に励みました。
迎えた日本インカレ(大学生の全国大会)は４日間の日程で、２
日目に400ｍの予選と準決勝、3日目が決勝でした。予選・準決勝
と自己記録で勝ち上がり、決勝開始時刻は19時。ナイターでの試
合は初めてでした。４年前の自分では考えられない場所にいる感
動と今日まで支えてくださった方々や走れる幸せに感謝しながら
スタートしました。レース展開はあまり覚えていません。自分の

沢

沙也加
（生涯教育課程 スポーツ教育コース４年）

最高の走りができたことは確かです。ホームストレートに入った
とき、前に２人見えました。まだいける、負けたくない、そう思
い無我夢中で腕を振り、1人抜きました。あとは最後まで諦めず
に走った、ただそれだけです。ラスト5mで最後の1人を抜くこと
ができ、スクリーンには私の名前と歓声が聞こえてきました。
陸上を始めてから7年間、毎年自己記録を更新してきました。
私の好きな言葉に「100回の失敗より１回の諦めが夢を壊す」と
いう言葉かあります。怪我をしてしまい、思うように練習が積め
ず苦しい時も、負けて悔しい時もたくさん経験してきました。本
気で競技を辞めてしまおうと思ったこともありましたが、支えて
くださった方々のおかげで今の私はいます。また、優勝すること
ができたのもこの言葉の通り諦めなかったか
らだと思っています。
私はスポーツを通して勇気や希望を与える
ことができると思っています。自分のことの
ように喜んでくれた方々の期待を裏切らない
ように、これからも努力を重ねていきたいと
思います。新たな目標として、４年後の岩手
国体で、そしてオリンピックで活躍する選手
になれるよう頑張りますので応援よろしくお
願いします。
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［思い出］─ 退官される先生方から ─
岩手大学の10年

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。

理科教育科

上達が自覚
保健体育科

おもいで●

浅

見

裕

昭和45年4月以来、43年間も岩手大学教育学部にお世
話になりました。北国に赴任したということで、当初は
スキーにのめり込みました。運動・スポーツでは、自分
で上達していると実感できているときは面白く、楽しい
ものです。浅見のスキーにおける上達の自覚は、滑降ス
ピードの向上においていました。ところが30歳代になり、
スピードアップができなくなると、段々楽しさを覚えな
くなってきました。一方、剣道では30歳を過ぎてからも
年々課題が見つかり、剣道の力量が向上していくのが自
覚でき、面白さがつのるばかりとなりました。現在も激
しい稽古を継続しています。今では健康のために稽古す
るのではなく、稽古することは即、
「より良く生きる」
ことにまでなっています。
こうした体験から学んだことは、運動では「上達が自
覚できれば、夢中になれる」ことです（例：ゴルフのハ
ンディキャップ）
。剣道にも類似の機能はありますが（段
位制度）
、
夢中になれるのは（昇段よりも）「上達が自覚」
できるときです。
スポーツでも武道でも、指導者として留意すべきこと
は、学習者自身に「上達したな」という自覚を感じさせ
ること、つまり「上達を保証する」ことです。他者との
比較（勝負、上手・下手）で評価すると、やる気をそぐ
だけです。他者との比較ではなく、
「昨日（前）の姿よ
り今日の姿の方が良くなった」という評価で接すること
がポイントだと思います。
今後の稽古でも、
「打って反省、打たれて感謝」の気
持ちで取り組み、さらに精進をして先人の到達した境地
をめざすつもりです。これまでのご厚情に御礼申し上げ
ます。

内

山

三

郎

例10年前、「多生の縁」があって教育学部理科教育科
（当時は講座）の生物学教員として採用して頂きました。
京都大学大学院修了後は、獨協医科大学の教養の生物学
教員となり、本学採用時には文部科学教官の辞令を受け
て国家公務員としての１年間を過ごしました。翌年より
国立大学は法人化されましたので、「国立大学法人」岩
手大学の教員として退職するに至っている次第です。法
人化には、官から民への意識改革もねらいの１つであっ
たと思いますが、長い間私学に身を置いた者からすると、
意識改革の進んだ面と法人という準公務員的位置づけか
らくる官的な面との両面が見られるように思います。
「十年一昔」の区切りとなるこの10年間には、研究室
配属の学部学生や大学院生と共に、卒業研究・特別研究
を通じて細胞性粘菌を主な研究材料とした研究を続けて
まいりました。卒業研究・特別研究では、いかなる状況
であっても期限内に一応の結果を出すことが求められま
すので、岩手大学以前も粘菌を中心とした研究でしたが、
マイペースでの研究とは違った緊張感も味わいました。
実験研究者の常として、退職と共に実験室を離れること
になりますので、粘菌の研究もここで店仕舞いをするこ
ととなります。当面はこれまでの仕事をまとめつつ、フ
ェイド・アウトしたいと思っております。また岩手大学
の10年間では、いろいろな役職（学生委員長、入試委員
長、学部長特別補佐、教育研究評議員等）も経験させて
頂きました。これらの貴重な経験も、周りの方々の支援
の賜と、退職に当たり改めて感謝申し上げる次第です。

細胞性粘菌の写真：細胞性粘菌の移動体における自家蛍光物質の分布
（将来子実体の胞子となる予定胞子細胞領域のみに蛍光が見られる、
という写真です。）
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教育学部同窓会「北桐会」
創立６０周年記念事業について
記念事業実行委員長（同窓会会長）

黒

川

國

児

「北桐会」
は平成 ２５ 年度に創立 ６０ 周年の節目を迎えることから、これに向けた実行委員会を設置し、
その具体的な事業内容の検討を進めてきました。基本的には６月開催の評議員会を経て実施する
運びとなりますが、この度の会報第 ５２ 号発送の機会を活用し、会員の皆様に下記の通り創立 ６０ 周年
記念事業の概要をお知らせ致します。
つきましては、講演会・記念式典・記念祝賀会に参加希望される方は、本会報に同封のハガキ
「創立 60 周年記念事業申込書」に必要事項を記入の上、５０ 円切手を貼って、８月 ３１ 日（土）までに
同窓会事務局までご返送下さい。E - mail で回答したい方は下記５のメールアドレスをご活用下さい。
なお、記念祝賀会に参加希望の方には、会費を前納して頂くために「口座払込取扱票」を後日改
めて送付させて頂きます。

記
１．基本方針
５０ 周年記念事業では「北桐会」創立 １００ 周年へ向けての大きな足掛かりを築く要の事業として
取り組んだ事を踏まえ、６０ 周年記念事業はその後の １０ 年間の歩みをまとめ、「北桐会」の更なる
発展のための礎にすることを基本方針とする。
２．記念事業の内容
①講演会

②記念式典

③記念祝賀会

④名簿発刊

⑤「１０ 年の歩み」発行

⑥創立 ６０ 周年特集号として「北桐」５３ 号発行（平成 ２６ 年版）
３．講演会・記念式典・記念祝賀会について
①

期

日

平成２５年１１月９日（土）

②

会

場

○講演会

教育学部「北桐ホール」 13：00 〜 15：00

演題 「古代蝦夷の英雄アテルイはなぜ敗れたのか」
講師 岩手大学平泉文化研究センター
特任教授
対象

伊

藤

博

幸

氏

同窓会関係者・大学関係者・一般市民

○記念式典・祝賀会

盛岡グランドホテル
盛岡市愛宕下１− １０

15：40 〜 18：00（予定）
（電話）019 −625 − 2111

（講演会のあと記念式典・祝賀会に出席の方は大学からバスで移動）
４．会

費

記念祝賀会出席者のみ１人 ７, ０００円（口座払込取扱票で後日前納）

５．メールアドレス

E - mail:hokutou@iwate-u.ac.jp
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［事務局だより］

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（デザイン
を新しくいたしました。）と会報を、卒業・修了記念品

平成23年度の北桐会は、₆月16日開催の評議員会が開

として岩手大学Tシャツ（デザインを新しくいたしまし

催され、会務の報告と事業計画・会計等承認されまし

た。）を贈呈しています。教育学部へは学生教育支援金

た。常任理事会を中心に会務の具体的計画を進めており

として、50万円を寄附いたしております。現在、教育学

ます。報告内容は岩手大学連合同窓会会報にも掲載して

部では就職後の追跡調査を行っており、北桐会として名

おります。

簿の提供を検討しております。

⑴ 北桐ホームページの更新

⑹ 北桐会60周年記念事業について

更新が遅れていましたホームページの更新を少しずつ
行っております。

本年北桐会は創立60周年を迎えます。11月９日（土）
記念講演会、記念式典などを開催いたしますので、多く

掲載しています電話番号に謝りが有りました。訂正し
てお詫びいたします。

の方々のご参加をお待ちいたします。（詳細本誌13頁参
照）記念名簿の発刊につきましては25年８月発刊の予定

019 - 621- 6618

です。

http : //www.edu.iwate-u.ac.jp/hokutou/

⑺ 連絡とお願い

⑵ 植樹事業

○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

₅月23日に植林地の現状視察調査を行いました。武田

用して必ず事務局へご連絡下さい。

豊蔵元会長を中心にこれまでの事業の整理を行っており

○恩師や会員のご不幸には弔電をお届けすることになっ

ます。
⑶ 支部活勤

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。

現在16支部があり、総会等の報告が寄せられています。
本年は支部規定の整備を評議委員会で承認頂き、詳細に

○発行協力費が寄せられています。ご協力いただきまし

ついて検討しているところです。６月25日東京で開催さ

た会員の皆様に厚く感謝申しあげますとともに、何卒

れました、第５回岩手大学卒業生・修了生と学長との懇

引き続きご協力の程お願いいたします。

談会へ関東周辺の皆さんに参加して頂きました。御礼申

⑻ 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

し上げます。来年第６回の同会が盛岡での開催が決定さ
れております。盛岡支部の方々にご協力して頂くことに

い。

なりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

⑼ お知らせ

⑷『北桐』の発行

○第６回卒業生・修了生と学長との懇談会

北桐は51号の発行をいたしました。皆様のお手元に届
いていると思いますが、ご意見感想をお寄せください。

日時：平成25年７月13日（土）15時～
場所：ホテルメトロポリタン盛岡

本館

本年度も会員の皆様からご協力いただきました発行・発

今回は盛岡での開催です。多くの会員の参加をお待ち

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

いたします。

した。
（藁谷）
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編集後記
おかげさまで「北桐」52号が完成し、会員の皆様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。
今号は「東日本大震災からの復興」が特集のテーマでした。被災地復興のため
に ―― 知ることから始めよう、思いを馳せ続けよう……そう思ってはいても、実
際にはもっと何かできることがあるはずではないのか、それは何なのか ―― 。模
索する中で、そもそも何がどうなれば復興したと言えるのか。全くわかっていな
い自分に気付きました。そんな折たまたま勤務校で「震災復興かけはし講座」と
いう講演会が行われました。講師の先生は、中学生に向かって「夢をもつこと・
実現に向けて努力すること・その夢を叶えること ―― それが復興につながります」
と伝えて下さったのです。この言葉は「自分がここで精一杯生きることが、被災
地の復興につながるのか」という驚きと共に、中学生の心を打ちました。もちろん、
居合わせた大人達の心ををも。
今号は、桐の葉物語にもキャンパス便りにも、スポーツ面をはじめとした教育
学部生や会員の皆様の活躍が光っています。各方面で夢に向かって熱く生きてい
る皆様の言葉に、胸が熱くなる思いでした。同じように、読んで下さった皆様の
心が温まりますことを、そしてそれがいつしか本当の復興へとつながりますこと
を願ってやみません。
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）

創立60周年記念版の教育学部同窓会（北桐会）名簿が平成25年８月下旬に発刊されます。
会員の方におかれましては、ご購入の申し込みはまだ間に合いますので、どうぞご予約
下さいますよう申し上げます。１冊の価格は4, 300円です。
申し込み、問い合わせ先（サラト） フリーダイヤル0120 - 981- 956（9 : 30～16 : 00）

北

桐

第52号
平成25年３月10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.edu.iwate-u.ac.jp/hokutou/link/index.html
hokutou@iwate-u.ac.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
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