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［巻頭言］ かんとうげん●

■はじめに

　私が担当する講義や卒論指導等で「家族」や「結婚（婚

姻）」などに言及することがあり、それに関して学生に

間いかけることがある。すると、異口同音とは言わない

までも、ある種パターン化された回答に出会うことが多

い。

　例えば、家族に関しては、昔は（これが何時の時代を

指すのかは不明であるが）直系家族（三世代以上家族）

が大半を占めており、核家族は少なかったというような

回答である。また、結婚に際しての夫婦の姓について

は、夫婦同姓が日本の伝統であり、夫の姓を名乗るのが

当たり前というような類である。

　さらに、何を根拠にそう言えるのかと畳みかけると、

「そう言われている」とか「何となく」という回答が多い。

学生達はこうした認識をどこでどのように獲得してきた

のか。はたまた、獲得してこなかったが故の回答なの

か。

　以下、かかる現状下にある学生達、翻っては私達の

「学び」に焦点を置いて、「学び」の有り様について考え

てみたい。

■学びの成果としての知識

　ここでは、上記の夫婦の姓の在り方を例に述べて行く

ことにする。

　日本の伝統ということであれば、我が国の夫婦の姓は

別姓であったと言うことができる。教科書を紐解いてみ

ても源頼朝の妻は北条政子として登場しているし、足利

義政の妻は日野富子である。この夫婦別姓は明治維新後

まで続けられており、夫婦同姓になるのは明治民法が制

定された1989年以降のことである。当時、伝統とされて

きた日本の慣習は野蛮であると否定され、欧米の慣習に

合わせて夫婦同姓になったという経緯がある。

　このように、夫婦同姓は精々100年余りの歴史でしか

なく、日本の伝統などと呼べる代物ではない。それで

は、こうした確たる事実があるにもかかわらず、何故、

私たちは夫婦同姓を、加えて妻が夫の姓を名乗ることに

ついて、日本の伝統であるかの如く受け入れてきたの

か。それについては、戦後民法下においても継承されて

いる夫婦同姓の制度や戦前の「家」制度・「家」意識の

影響など様々な要因が指摘できそうである。しかし、筆

者にはそれ以上の要因が潜んでいるように思えてならな

い。それは、学んだ知識の断片化及び孤立化という事態

である。

■知識を活用した学び

　私たちは「学び」の成果として「知識」を蓄えている。

既述の如く、誰でもが源頼朝と北条政子の存在を知って

いるし、彼らが夫婦であったことも知っている。しか

し、彼らの存在と現代の夫婦の姓をめぐる課題をリンク

させて考えている人は少ないように思う。

　1985年に提唱されたユネスコの「学習権」宣言には、

学習権とは「読み書きを学ぶ権利であり」、「質問し、分

析する権利であり」、「想像し、創造する権利であり」、

「自分自身の世界を読み取り、歴史を書く権利である」

という文言がある。つまり、「学ぶ」という営みは、読

み書きができて知識を身に付けるだけではなく、それを

使って分析し、想像・創造し、自分で歴史を記述できる

ようになることなのである。別言すれば、「学び」とは

蓄えた知識を繋ぎ（構造化し）如何に活用するかなので

あるが、残念ながら、それが私達の学びにもっとも欠け

ていた部分だったのではないかと思う。

「学び」について思うこと

学部長　新　妻　二　男　
　　　　岩手大学教育学部
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「北桐会」創立60周年記念

［特集］

　①記念講演会
　岩手大学平泉文化研究センター特任教授　伊藤博幸氏
を講師にお迎えし、「古代蝦夷の英雄アテルイは何故敗れ
たのか」という演題で、講演をいただきました。

　12：00を過ぎる頃から、続々と参会者が集まってきま
した。受付は準会員（大学生）です。小学生をつれた親
御さんが見えたり、遠方からおいでの方との懐かしい再
会の挨拶が交わされたりしました。

　場所は岩手大学教育学部「北桐ホール」です。（ここは
一号館の旧201号室です。今は水色の布張りでふかふか
の座席に、一つ一つ可動式の机がついており、冷暖房が
完備されています。）

　北桐会は今年度創立60周年を迎えました。これを記念して①記念講演会②記念式典・記念祝賀会③「10年の歩み」
発行④名簿の発刊と、大きく四つの記念事業が行われました。
　ここでは、平成25年11月９日（土）に北桐ホールで行われた①記念講演会と、同日盛岡グランドホテルで行われた
②記念式典・記念祝賀会について、その様子をお知らせします。

②記念式典
　場所を盛岡グランドホテル
に移し、15：40より記念式典
が行われました。
　式典の中では、長年に亘っ
て同窓会長を務められた中村
順良様、藤原隆男様のお二方
へ、役員功労賞を授与させて
いただきました。

　次ページには、北桐会黒川國児会長の式辞より、一部
抜粋してご紹介します。

伊藤博幸氏　熱くお話いただきました

中村順良様 藤原隆男様



　　　

とくしゅう●
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　（前略）さて、本同窓会は、昭和28年3月14日に行われ
た岩手大学第１回卒業式の後に持たれた、学部学生大会
において、「学芸学部同窓会」として結成されました。昭
和33年には同窓会の通称を「北桐会」と称することとし、
昭和41年には現在の場所に校舎が新築され、学部名称が
教育学部となりました。それ以降、教育学部同窓会「北
桐会」として今日まで敬称されてきているところであり
ます。
　この60年間における同窓会会員数は、卒業生・修了生
合わせて延べ20,531名となっております。また、故人と
なられた方や住所不明の方を除き、住所判明率が74.9％
と高い数値になっており、大きな人的資源を有している
ことになります。
　同窓会「北桐会」の大部分の諸先輩におかれましては、
岩手の教育文化の中心的担い手として深くかかわり、長
年に亘って岩手の教育水準の向上を目指し貢献されてき
ました。さらに有為な人材が教育界以外の政界や経済界、
言論界や芸術・スポーツ界などの、それぞれの分野で活
躍していますことは、本同窓会の誇りであり教育学部の
誇りでもあると思います。
　この度の創立60周年記念事業では、創立50周年後の10
年間の歩みを検証しつつ、「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し、本日の記念講演会・記
念式典・記念祝賀会開催と共に、会員名簿の発刊、記念
誌「10年の歩み」発行、そして会報「北桐」53号創立60
周年特集号の発行といった、6つの記念事業に取り組む
こと年進めて参りました。（中略）
　この10年間には様々なことがありました。
　平成21年6月に、各学部同窓会が一体となって「岩手
大学同窓会連合会」が誕生しました。平成22年10月29日
には、教育学部同窓会館全焼といった悲しい出来事もあ
りましたが、幸い（財）岩手教育文化センターから岩手
大学、多額の寄付があったことにより、火災発生する１
年半前に現在の総合教育研究棟（旧教育学部１号館）３

階へ、すでに事務局を移転できていたお陰で、この火災
による被害を最小限に留めることが出来ました。
　そして、なんと言っても平成23年３月11日に発生した
東日本大震災では、多くの方々が被災し、未曾有の災害
となってしまいました。同窓会としても「岩手大学被災
学生支援募金」への対応、教育学部への義捐金支出、い
わての学びの希望基金への寄付など支援してきました
が、ただただ亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、
行方不明者の一刻も早い発見を祈るばかりです。そして
非常時の状況下での生活から少しでも早くもとの生活の
状況に戻られるよう、復旧復興が急ピッチで進むことを
皆さまと共に強く願うものであります。
　ところで、岩手大学は平成16年４月以降国立大学法人
として歩んできておりますが、文科省では国立大学の

「ミッション（使命、任務）再定義」として、各大学に
教育研究の強みや特色、社会的役割を明確にし、機能強
化を図ることを求めてきています。岩手大学では、この
ミッション再定義に応えるべく、高度な専門性を備えた
教員を養成するための教職大学院を平成28年度開設する
方針として固めたとのニュースがありました。このこと
は、いわゆる現在の教育学部が岩手大学の中で今後どの
ように改革されていくのか、同窓会の皆さまと共に教育
学部の更なる発展を願うところであります。
　同窓会「北桐会」は教育学部があってこその同窓会組
織であり、教育学部そのものが同窓会「北桐会」の潜在
的エネルギー体であることから、今後とも学部支援と準
会員（現役学生）への支援を継続すると共に、各支部組
織との連携を図り、同窓会「北桐会」の創立60周年の機
会が100周年に向けて前進の機会となるよう願って止み
ません。
　結びに、本日ご臨席を賜りましたご来賓の方々をはじ
め、ご出席の皆様に重ねて感謝を申し上げますと共に、
これまで同様、「北桐会」へのご理解とご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。（後略）



　　　

三　橋　弥　生

　平成25年４月１日は、教員生活11年目をスタートする
日でした。寒さが残るものの、暖かい日差しが差し込む
日でした。少しでもいいから成長できる年にしたいと決
意した日でした。ちょうど今年の４月１日は月曜日。国
民的ブームを巻き起こした「あまちゃん」の記念すべき
第１回がスタートした日でもありました。
　「あまちゃん」が人気を得た理由のひとつに、「あぁ、
あのときのあれはこうだったのか」と、見続けることで
話しのつながりがわかることが挙げられるそうです。
　例えば観光協会会長の菅原さんの単なる趣味として扱
われていたジオラマが、東日本大震災の描写に効果的に
使われたこと。琥珀にまったく興味のない大手プロダク
ションのスカウトマン水口が、ドラマの前半で琥珀を磨
くことが、ドラマの後半、アイドルの原石を磨くことに
通じることなど、なにげなく使われていたものが、あと
で重要な意味を持っていたとわかる展開が、視聴者を惹
きつけたのだそうです。
　「あまちゃん」のドラマのように、私も、過去の出来
事を振り返ることで、当時は分からなかった意味がわか
るようになってきました。社会人になりたての頃は、自
分の力のなさに、がっかりする毎日でした。どうして、
大学生のときにもっと勉強し、経験を重ねていなかった
のかと後悔していました。しかし、今になって考えてみ
れば、岩手大学で学んだ４年間は、私を成長させると同
時に、大きな財産を与えてくれるものでありました。大
きな財産。それは人とのつながりです。
　私が学んだ中学校教員養成課程理科では、２年次に週
２回の実験がありました。毎週いろんな人とグループを
組み、実験したのが思い出深いです。小中学校の班体制
のようで、とても楽しかったのを覚えています。知恵を
出し合いながら、共に実験した仲間は私にとって大きな
財産となりました。
　サークル活動で得た仲間も大きな財産です。私は劇団
かっぱに所属し演劇活動を行っていました。卒業後も、

小中学生と芝居作りをする機会に恵まれ、シアターゲー
ムを学ぶことができました。シアターゲームは、多様な
価値観を持つ人たちの共有体験を通じて「コミュニケー
ション」の力を育む効果があるのだそうです。このゲー
ムを、学級開きや班替えで行うことで、学級に暖かい空
気が流れ、助けられたことが度々ありました。初めて上
手くいったときは、趣味でしかないと思っていたことが
仕事に役に立ち、とても嬉しかったのを覚えています。
　「あまちゃん」では、東日本大震災がどう描かれるか
話題になりました。演出家の井上剛さんはインタビュー
でこんな話をしています。
　「地震の前から人々の暮らしはずっとあったし、その
あとも続いていきます。だからこそ、主人公アキだけの
成長譚ではなく、親子三代の、数十年の話にしたかった。
当たり前ですが、過去が積み重なって現在があります。
今を支えている過去をしっかりと描くことで、今現在の
この瞬間に深みが生まれます。それがたとえ、どんなかっ
こ悪いものでも、恥ずかしいものでも、過去をなかった
ことにして、今や、その先を描くことはできないので
す。」
　過去を振り返ると、恥ずかしい出来事ばかりです。あ
えて、思い出さないようにしていることも正直あります。
しかし、その過去たちが今の私を支えてくれているんだ
と思います。そして今、目の前にある生徒や役割が未来
の私に繋がっているとも言えます。
　「あまちゃん」の最終回。
　アキちゃんとユイちゃんはトンネルの向こうの光に向
かって走りました。その姿は美しくて、たくましくて、
輝いていて、多くの人に大きな感動を与えました。
　二人のようにはいかないかもしれませんが、私もまた
光に向かって、走り出せたらと思います。

（平成14年度・中学校教員養成課程・理科　卒業）

光に向かって

─ ４ ─

［桐の葉物語］
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きりのはものがたり●

小田島　　　綾

　大学卒業後、故郷秋田で二年間の講師生活を経験しま
した。その後高校の国語教員として再び岩手の地に戻っ
てから、十数年になります。石川啄木の歌に、

ふるさとの山に向かひて
　　言ふことなし
　　　　ふるさとの山はありがたきかな

という有名な一首がありますが、人生の約半分を岩手で
過ごした私にとって、今では「ふるさとの山」は岩手山
になりつつあります。平日の晴れた朝、出勤のために家
を出て岩手山の姿を眺めると「今日も頑張ろう」という
気持ちになります。一日の仕事が思うように捗らず、
ぼぉっと一点だけを見つめながら帰るような日も、岩手
山を見るとそれだけで何故かほっとし、心が軽くなるの
です。私はすっかり岩手人になったのだと改めて感じま
す。
　業務に追われる日々の中にいて、この原稿執筆のお話
は、私の記憶の隅から大学四年間の思い出を掘り起こし
てくれました。入学して間もなく大学祭実行委員会に入
り、勉学そっちのけで不来方祭の運営にばかり力を注い
でいた一、二年次。その成り行きで、学部の新入生歓迎
実行委員長になってしまった時もありました。あの時の
私は、新入生の前に立って何を話したのでしょう。ほと
んど憶えていません。ただ一つ言えるのは、教育につい
ては何一つ話すことができなかったということだけで
す。（今では教育を語れるのかと問われると、これまた
全く自信はありません。）小学校教員を夢見て教育学部
に入ったものの、自分がやってみたいこととは何か違う
ような気がして、次第に高校の国語教員を目指すように
なった三年次。高校時代には理解できなかった古典の魅
力に気付き始めたのも丁度その頃でした。古典作品の魅
力を講義や演習で生き生きと、そしてパワフルに語って
くださった中村先生には、今でも本当に感謝しておりま
す。四年次、仁王小学校での約一か月の教育実習では三

年生を担当しました。実習終盤の国語の時間に「ちい
ちゃんのかげおくり」を涙堪えながら授業しました。そ
の時担当したクラスの児童とは、後に高校で副担任とし
て再会するという嬉しい巡り合わせもありました。もう
すぐ我が子も小学三年生になります。家で「ちいちゃん
のかげおくり」を音読してくれる日が待ち遠しいです。
卒業論文提出〆切日の午前三時、ようやく完成した論文
を当時農学部裏にあったコンビニエンスストアでコピー
をした帰りの、音なく降る雪の景色。「私の上に降る雪 
は……」思わず中原中也を口遊みたくなったことを思い
出します。記憶の隅から、思い出は次から次へと浮かび
上がってきます。
　現任校は高校教員となって三校目となります。今年度
は主に古典の授業を担当しています。久しぶりに一年生
の古典を受け持つこととなり、改めて古典の基礎基本を
教えることの難しさを感じる毎日です。しかし、私の拙
い授業ですっかり大人しくなっていた生徒たちの目が不
意に輝き出す時があり、作品自体が持つ力を再確認する
こともあります。「やっぱり国語は面白い」これが私の
原動力になっているのかもしれません。
　講師をしていた頃、「何のために国語を教えるのか？」
と問われたことがありました。当時の私は、自分が感じ
た国語の面白さを生徒たちにも伝えたいのだと話したよ
うな気がします。しかし、今の私が授業で生徒に身に付
けさせようと必死になっていることは、大学進学のため
に必要な力に偏りすぎているような気がして、ジレンマ
に陥ることもしばしばです。もう一度初心に戻ろうと決
意しながら帰る日も、岩手山はやはり温かく私を迎えて
くれます。
　学習指導や生徒指導等で苦労することもありますが、
喜びも感じます。生徒たちの成長をそばで見守っていく
喜び。これもまたもう一つの私の原動力です。

（平成10年度・小学校教員養成課程・国語科　卒業）

ふるさとの山
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福　岡　耕　治

　岩手大学を卒業して20年が過ぎようとしています。現
在は中学校４校目となり、母校の花巻中学校に勤務して
おります。
　初任を滝沢二中で６年間、次に岩泉町の小本中学校で
６年間、３校目に大迫中学校で６年間過ごしました。技
術科専攻の私は毎年技術分野を担当できた傍ら、特別支
援の「作業」や「社会」、「理科」など免許外の教科にも
関わることができました。
　週に１～２回の時数でしかなくなった技術分野は、生
徒たちが楽しみにしている時間でもあります。作品が出
来上がるまでの過程の中で学ぶこともありますが、生徒
たちの既存の知識を揺さぶり、新しい発見や改めて考え
させた課題について、解決に向かう時間が何とも言えな
い時間として私には残り、生徒たちにも社会生活や家庭
生活の一部につながるものと信じています。
　年々子ども達の「生活経験が不足している実態」が問
題視される中で、効率も考慮しながら「ものづくり」や

「情報」について関わらせていくことを日々考えさせら
れます。情報や物の量は溢れているのですが、その中か
ら自分に必要なものを「選択する」ために「判断する力」
とそこに至るまでの「思考する力」、そして選択したも
のを使って、自分の形にするまでの「表現する力」を３
年間かけて身につけさせてやりたい、という長い目での
目標をもちつつ、単位時間の準備に追われながら授業の
中で生徒たちと「実感する一瞬を」楽しんでおります。
　中学校教員といえば部活動指導です。大学時代４年間
浅見裕先生のご指導の下、剣道部に所属し、諸先輩方と
ともに汗を流しました。当時は、冬になるとオフシーズ
ン？と称して、剣道部のスキー合宿が網張スキー場で行
われ、スキーの技術指導も頂きました。
　教員になって初めての顧問は男子バレーボール部。体
育でしか経験がないバレーボールの世界で２年間勉強さ

せて頂きました。初任３年目の春、新入生の増加に伴い、
当時の学校長に願い出て、剣道部を新設し、スポ少上が
りの生徒たちを中心に活動を始めました。今では滝沢二
中の剣道部は県下でも上位に入る実力を誇り、さらに底
辺拡大に活発化していると聞いています。
　小本中では、女子バレー部、大迫中では男子ソフトテ
ニス部、男子バレーボール部を担当させて頂き、剣道か
らは離れましたが部活経営や生徒指導、対外的な場面で
の活動等数多くのことを学んだ１２年間でした。
　小本中は太平洋に面した岩泉町で唯一の漁港のある地
区であり、皆様ご存じのように東日本大震災で被災し、
小学校は１階の職員室の机の高さまで浸水し、中学校も
１階が津波の被害にあいました。幸い児童生徒は事前に
避難できたのですが、中学校は移転し、仮設校舎での日々
を送っています。冬になると小本川に遡上してくる鮭を
新巻きにした体験学習を思い出します。
　こうして振り返ってみると、学生当時は思いを巡らす
こともできないくらいの人と出会い、生徒たちとの思い
出を刻んできたことに気がつきました。その原点は上田
中学校での教育実習でした。いわゆる『現場』にお世話
になった３～４週間。自身の「熱意」を問われた日々で
した。当時お世話になった藤原美智雄、小野寺昭彦両先
生からの「１時間１時間が勝負なんだ！」という言葉が
今でも私を支えています。
　現在、３年生を担任しておりますが、教科指導と部活
動指導の両立と、家庭生活とのバランスが均衡になるよ
うに、これからも精進していきます。
　お読みくださりありがとうございました。皆さまのご
健勝とご活躍をお祈りいたします。

（平成５年度・中学校教員養成課程・技術科　卒業）

20年間歩ませて頂いた、私の基礎

［桐の葉物語］
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髙　橋　明　子

　私は2011年月からドイツのベルリン日本人国際学校に
勤務し、2014年３月に帰国します。 
　ドイツに来て興味をもったことの一つが、ドイツの学
校で出される宿題です。こちらに来る前の日本で家庭学
習の充実が話題になっていましたが、休日が多く、スポー
ツや音楽などの習い事が充実しているドイツではどう宿
題が出されているのか知りたくなりました。 
　日本とドイツの宿題には違いがあります。（ドイツは
州ごとに教育制度が異なります。ここではベルリン市の
情報が中心です。）まず、ドイツでは長期休業中の宿題
を出しません。「休む日」だからです。週末も同様です。
金曜日の授業で宿題を出す場合には、提出を火曜日以降
にしなければなりません。宿題の目安は、小学１年生で
１日15分を超えない程度、中学生は90分（ただし全日制
中学校では、週に240分）を超えない程度、と法律で定
められていました。（2010年に法改正されましたが、こ
の基準は今も参考とされています。） 
　宿題の内容について日本人学校の隣にあるコンラード
小学校の校長先生にお尋ねしたところ、その先生は、同
じ計算ドリルの宿題でも子供個々の進度や理解に応じて
異なる内容や量を出す、とのことでした。ドイツの教育
は個を重視しています。一クラスの人数が少ないからで
きることです。 
　宿題の目的は、日本もドイツも学習内容の定着が第一
ですが、ドイツでは正解が一つでないものをあれこれと
考える類の宿題も出されます。難解な課題を解決する力
を問われている気さえします。ある知り合いの息子さん
にスピーチの宿題が出されました。テーマは「人間はミ
ミズとコミュニケーションを取るべきだ。その理由を５
つ述べなさい」。彼は母親に相談しながら方針を立て、
ネットでミミズの生態を調べ、人間に役立ちそうなもの
を取り上げて仮説を立て、スピーチ原稿を完成させまし
た。別のお子さんは、数学の難問が出て、クラスの仲間
と一晩中メールや電話で解き方についてやりとりしたそ
うです。それでも解けず、翌日、授業に行くと、先生が
一言、「これは解けないよ。」 
　一方、日本の特徴は「習慣化」を目的とした家庭学習
でしょうか。毎日、計算10問、単語練習10個、漢字練習
10行、自主学習ノート１ページなどといったものです。 
　日本語補習授業校の生徒（現地校やインターナショナ

ルスクールに通いつつ日本語を学んでいる子供たち）や
ベルリン近隣のギムナジウムで第３外国語として日本語
を学習する生徒に、宿題についてアンケートを採りまし
た。その中で日本の学校にいたことのある（体験入学も
含む）子供たちに、ドイツと日本の宿題の違いを問うと、
次のような答えが返ってきました。 

・日本の宿題は量が多い。 
・日本の宿題は答え合わせが簡単にできるものが多

い。 
・ドイツの宿題はスピーチやプレゼンテーション、レ

ポート、ポスターなど、自分の考えを書いたり言っ
たりするものが多い。 

・ドイツでは、予習で教科書を読んで内容を理解し、
理解したことをもとにテーマについて話し合って課
題を解決する授業がある。日本では授業で教科書を
読む。 

　当然、ドイツの難解な宿題に取り組めない子供たちも
います。共働き家庭や移民が増え、家庭教育力の低下が
学力の低下を招いた、と考えられていることもあり、こ
れまで半日（午後の早い時間まで）だった小中学校を「全
日制学校」に移行して学校で宿題を支援する体制を作っ
ています。それを考えると日本の宿題はどの子にも取り
組みやすいものだと言えそうです。 
　この原稿を書いているとき、「ワースト１ 日本の有給
消化率」というニュースを目にしました。ドイツでは30
日の有休をほぼ使い、他に病休もとれ、秋に有給が残っ
ていると人事部から「早くとれ」と注意を受けるそう。「休
日をとらない」「仕事を休まない」のは、私たち教員が、
休日も学校のことをするのが当たり前だと幼い頃からす
り込んだからかなぁ。そんなことを考えてしまいます。 
　現地校との交流活動でも、着実に、でも淡々と作業す
る日本の子と、あれこれ話しながら作業し自分のやり方
を主張するドイツの子。この違いはどこからうまれるの
でしょう。 
　宿題一つとってみても、私たち教員の仕事の有りよう
が「日本人らしさ」を作っている気がしてなりません。 
 

（昭和63年度・中学校教員養成課程・国語科　卒業）

ドイツの宿題

きりのはものがたり●
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熊　谷　達　也

　原稿依頼を受け、自分の大学生活を振り返ってみた。
あれから30年の時が経っているが、鮮明な思い出がいく
つもよみがえった。そして、その時々の思いや体験は、
今の自分の生き方、在り方の基盤になっていることをあ
らためて実感した。そのいくつかを振り返りたい。
研究室
　わたしは理科を専攻し、物理学教室の中から「プラズ
マ研究室」に在籍し、斎藤泰通先生のご指導をいただい
た。研究内容は、恒星内部の物理量を数理的に明らかに
することであり、魅力的に聞こえもするが、それを進め
るのにはだいぶ苦戦した。斎藤先生と同期の山下秋雄氏
とのゼミでは、説明に窮すると、「来週までにやり直し。」
ということで、とにかく自力での解決を求められた。あ
るとき、行き詰まったわたしたちは、先生に恐る恐る参
考文献をお借りすると、英語の原書を渡され、物理も英
語もがわからないという二重のハンディを負うことも
あった。それでも試行錯誤しながらわら半紙に数式を書
き連ねて三ヶ月。やっとのことで微分方程式を完成し
た。次にその数値解を求めるためにベーシックでプログ
ラムを組む。当時のコンピュータでは、数十万回の計算
によって解が出るまでには８時間待たなければならな
かった。さらに、プログラムミスのため数値の異常が続
き、結局、プログラムを安定するのにさらに三ヶ月を要
した。これらをまとめた卒論を完成したのは期限ぎりぎ
りであった。
　苦労の連続ではあったが、斎藤先生には、試行錯誤し
つつも課題を一つ一つ克服し、考えを進めていくといっ
た「学ぶ喜び」を教えていただいた。
教育実習
　仁王小学校での教育実習の配属は４年千葉茂学級で、
生まれて初めての授業は理科だった。ものの形が変わっ
ても重さは変わらないことを、上皿天秤を用いて確かめ
るものだったが、１つの班が「重さが変わった」と主張
するものだから、すっかり自分を見失った授業になった。

15分もオーバーして授業を終え、呆然としているわたし
のところに女の子が来て、「先生のせいで、クラブに遅
れたよ！」とさらに厳しい言葉を浴びせられた。担任の
千葉先生には辛抱強くご指導いただいたが、その後も、
授業をしても一緒に遊んでも、いつも自分の思いばかり
を十歳そこそこのこどもに押し付ける教生であった。お
別れ会のときにもらった作文集の中に、あるこどもが「熊
谷先生は正直いやでした」と書いていた。
　教師になる気なら「こどもの心を本気でわかれ！」と
いう、根本的なことを教えられた教育実習であった。
仲間
　大学入学直後は、なかなかキャンパスの空気になじめ
ずにいた。そういう性格であった。そんなわたしに同期
生は気軽に声をかけ、さまざまなことに巻き込んでくれ
た。次第に講義の時間もそれ以外の時間もいつも仲間と
過ごすようになった。スポーツもした。―早朝ソフト
ボール大会には欠かさず参加した。酒も飲んだし麻雀も
した。―つまらない話で大笑いしながら時間を過ごし
た。遠くへも出かけた。―３年次の夏に同期の菊地洋一
氏と北海道旅行をし、テント泊をした浜頓別の満天の星
空の下で将来の夢を語ったことなどは今も忘れられな
い。
　彼らは生涯の友となった。思えば人に対しても事に対
してもいつも真剣な仲間だった。卒業後も、仕事のこと・
個人のこと、苦しいこと・悲しいこと・うれしいこと、
何でも話し分かち合い、「自分の支え」でいてくれる。
振り返ると、大学生活は自分にとって、人生を方向付け、
決定付けるありがたい時間となっていた。
　現在、津波被災地の沿岸部で勤務をしている。この地
域から、教師となり教育を通して地域の希望と復興のた
めに尽くしたいという思いを持ち、岩手大学を目指すこ
どもが多く出てくることを願っている。

（昭和60年度・小学校教員養成課程・理科　卒業）

自分の中に生きている大学時代

［桐の葉物語］
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きりのはものがたり●

中　田　直　雅

　「一生勉強・一生青春」この言葉は、私が好きな書家
の相田みつをが残した数多くの作品の一つです。
　自宅の玄関に「雨の日には雨の中を……」の色紙（も
ちろん複製）が額に入れて飾ってあり、トイレの壁面に
は日めくり暦が掛けてあるほど相田みつをフアンである
私がいま一番気に入っている言葉がこれです。
　私が現在勤務している葛巻町は、平成３年度から文部
省の生涯学習モデル市町村の指定をうけ、町民が「いつ
でも・どこでも」自分に適した方法で学習活動ができる
環境づくりに取り組み、その集大成として平成５年10月
31日に「生涯学習のまち」を宣言しました。
　それからちょうど20年目にあたる昨年11月に町の主催
で記念大会を開催しました。今から22年前にこの事業の
初代担当者だった私が、今度は記念行事を所管する部署
の責任者となるというのも何かの縁でしょう。
　記念大会の内容は、町民の学習成果の発表やシンポジ
ウム、記念講演などでしたが、多くの方々が期待したの
は、相田みつを美術館館長の相田一人さんの講演でし
た。
　事業の半年前に東京都の有楽町にある相田みつを美術
館を訪ねた私は、ご本人とお会いすることができました。
なにせ相手はあの相田みつをのご長男ですから、とても
緊張していたのですが、相田一人さんは実に紳士的で温
和な方でした。偶然にも私と同い年で、くずまきワイン
の話題で盛り上がるなどすっかり意気投合しました。そ
のおかげで、大会翌日に京都で講演をすることがすでに
決まっていたにもかかわらず、講師を引き受けていただ
くことができました。
　その際、一人さんから「今回の講演のテーマはこれが
最もふさわしいと思いますよ」とご推薦をいただいたの
が、「一生勉強・一生青春」だったのです。
　なるほど、その通りです。我々はいくつになっても常
に新しいものを受け入れ、吸収し、自分の人生の糧にし
ていかなければなりません。

　近年、科学技術や情報化の進展はめざましいものがあ
り、「年寄りだからできないのは当たり前」という言い
訳は通用しない世の中です。むしろ、年をとっても貪欲
に新しい知識や技術を身につけ、自分を高めようとする
学習意欲のある人は、いつまでも若々しく、生涯現役で
いられると思うし、自分もそうありたいと願います。
　大会当日、相田一人さんの講演を拝聴した方々は、私
同様この言葉の持つ意味に大いに共感を覚えたようで、
成果は予想以上でした。
　教育学部長の新妻二男先生にコーディネーターをお願
いし、万全のキャストで臨んだシンポジウムも大好評で、
記念大会は大成功のうちに終了しました。
　「生涯学習の町、くずまき」を「北緯40度ミルクとワ
インとクリーンエネルギーの町」と並ぶ葛巻町のキャッ
チフレーズにするため、今回の記念事業は一つの起爆剤
になったと評価しています。（自画自賛？？）
　20年前に苦労して第一号を作成した生涯学習カレン
ダーや町内の事業所をかけずり回って開催にこぎつけた
官民一体型の町民まつりに代表されるソフト事業と、教
育長として初めて手がけた葛卷小学校の屋内温水プール
に代表されるハード面の整備を効果的に融合させなが
ら、豊かな人生を築く生涯学習・スポーツの振興を図り
たいと思います。
　私も来年は還暦（ひつじ年生まれ）を迎えます。老い
を自覚することが多くなりつつある昨今ですが、まず自
らが率先して学ぶ姿勢を示し、多くの仲間とともにはつ
らつとした人生を送りたいものです。
　いま執務室のガラス戸の中には、東京に行った際に、
相田一人さんから頂戴した一枚の色紙が飾ってありま
す。その色紙は、前を通るたびに私にこう訴えかけるの
です。
　「一生勉強、一生青春」と……。

（昭和53年度・小学校教員養成課程・社会科　卒業）

一生勉強・一生青春
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　大学４年間を振り返り思うことは、これほど自分自身の変化を
実感した日々はこれまでになかった、ということである。そして、
この変化をもたらしてくれたのはまぎれもなく、様々な経験と多
くの人々との出会いだろうと思っている。
　教育学部での生活をはじめ、バレーボール部での活動や学習支
援ボランティア、韓国への短期研修、教育実習、教員採用試験…。
私はこの4年間で、挙げきれないほど多くの経験をすることがで
きた。大学に入学した当初に、「自分から求めていかなければ向
こうからは何もやって来ない」ということに気付けたことが私の
変化の第一歩であった。受け身で現状維持に安心している今まで
の私ではいけない。そう思い私は自分の興味の赴くままに様々な
活動に参加した。
　その日々の中で、私は独自の価値観を持った多くの人々と出
会った。今まで自分にはなかったような考え方に刺激を受けなが
ら、自分自身の価値観を広げられた気がしている。それまで新し
い世界に足を踏み入れることを恐れていた私だったが、新しい場
所・出会いにより得られるものの大きさや驚くほどの面白さを知
り、以前より積極的に行動するようになった。
　しかし、経験してきたことはそんな喜びや楽しさばかりではな

い。やはり心に強く残っているのは、自分の弱さと向き合った場
面である。落ち込んだとき、逃げ出したくなったり、投げやりに
なってしまったりしたとき、自分では気付かずに心の醜さが表れ
ていたとき。そんなときに、過ちを指摘したり、本音をぶつけた
り、励ましたり、話を聞いたりしてくれたのは、そこで出会った
人々や、周りにいてくれる友人、先生方、そして家族だった。自
分の世界に閉じこもらず、腐らずに前へ進んで来られたのはそん
な人々のおかげであると心から感謝している。
　来年度からの新しい世界。正直に言えば不安でいっぱいだ。し
かし、私は夢に見たこの新しい世界に、希望と情熱をもって飛び
込みたい。きっとたくさんの出会いが待っている。その出会いの
中で多くの経験を重ね、成長していきたい。弱い自分が顔を出す
ことは何度もあるだろう。しかしそんなときは弱さに向き合い、
乗り越え成長できた大学４年間の自分を思い出し、めげずに進ん
でいきたい。
　私の大学４年間は本当に充実した幸せな日々だった。これまで
出会った全ての方に感謝するとともに、これまで私が皆さんから
もらってきたものを、今度は私が子どもたちに返していくと誓う。

小　野　真悠子
（学校教育教員養成課程　学校教育コース４年）

経験と出会い

　４年間の大学生活の中で、私にとって陸上競技は外せない存在
です。高校から陸上競技を始めた私が、全国で勝負できる競技者
になるとは思ってもいませんでした。
　私が大きな転機を迎えたのは、大学３年の時です。大学３年の
日本インカレで、初めて全国大会の決勝の舞台に立ちました。そ
の時は、緊張は全くせず、その場所に立てたという嬉しさの方が
何倍も大きかったです。続く国体でも入賞を果たし、私にとって
大きな飛躍の年となりました。
　そして迎えた大学４年の今シーズン、昨年の200mのベストタ
イムが日本選手権の標準記録を突破していたので、初の日本選手
権出場を果たしました。日本インカレや国体とは違う、ピリッと
した雰囲気に圧倒されそうになりましたが、私は「せっかくの最
高の舞台、この大会を楽しもう」と自分に言い聞かせ、試合に挑
みました。日本選手権は誰でも出場できる試合ではなく、参加標
準を満たしている者だけが出場できます。ここで緊張してしまい
雰囲気に呑まれ、自分の持っている力が発揮できなかったという
ことだけは絶対にしたくないと思い、200m決勝のレース、細か
いことは何も考えず思い切り走りました。ゴールして電光掲示場
を見ると、３位に私の名前が表示され、見た瞬間は喜びより驚き

の方が大きかったです。盛岡に戻ってきて、家族や部活の仲間、
友達に「おめでとう」と言ってもらえた時にやっと実感が湧き、
とても嬉しかったです。
　そして、この日本選手権の結果を評価していただき、東アジア
競技大会の代表に選ばれました。岩手の枠を超えて、日本代表と
して日の丸をつけて走ったことは、私にとって大きな自信となり
ました。今まで「岩手県の選手」であったのが「日本の選手」に
なったことは輝かしいことですが、環境の変化に気持ちがついて
いけず、悩んだことも多くありました。その時、他の日本代表の
仲間の話を聞いたり、聞いて貰ったりすることにより、自分の視

野を広げることができました。
　私は、大学での競技を経て、競技
力だけではなく、人間力も高めるこ
とができたと思います。この大学で
の競技生活は、私の一生の財産とな
ります。この大学での陸上競技を通
して学んだことを活かし、来年度か
ら社会人として一層努力していこう
と思います。

田　村　友　紀
（生涯教育課程　スポーツ教育コース４年）

大学での競技生活を経て

［キャンパス便り］
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きゃんぱすだより●

　「私、将来は学校の先生になりたいです。澤田先生たちを見て
いて、そう思ったんです。」
　これは、主免教育実習の最終日に、とある生徒が私に向かって
言った言葉です。約一ヶ月の間、実習生代表を務めさせていただ
いた自分にとって、その言葉は嬉しいものであり、同時に私自身
の今後の生活を律する”芯”にもなりました。
　実習が始まって間もない頃は、自分たちで作成した授業案をた
だこなしていくことに精一杯で、子どもたちの発言を蔑ろにして
しまうことも少なくありませんでした。しかし、指導案作りや模
擬授業に協力してくださった現場の先生方や、実習生の協力が支
えとなり、徐々に余裕が出てきて、子どもたちの小さな言動にも
目を向けられるようになってきました。
　普段の授業だけではなく、部活動や奉仕活動をはじめとする子
どもたちの学校生活にもたくさん関わらせていただきました。子
どもたちはいつでも何に対してもひたむきで、それでいて全力で
した。
　自身にとって、実り多い学びの時間となった実習期間、そして、
いよいよその最終日。「実習生を送る会」のあと、ある一人の生
徒が私に、将来は先生になりたいと言いました。その子に理由を

尋ねると、「実習期間、すごく授業が楽しくて、勉強が好きになっ
たし、先生は生徒一人ひとりのことを見てくれていました。私も
将来は先生になって、生徒たちのために頑張りたいからです。」
と答えてくれました。
　私がこのとき感じたことは、プロの教師であろうと素人の実習
生であろうと、子どもたちから見たらそれは一人の「先生」だと
いうことです。だからこそ、大学生だからという理由は通用せず、
いつでも真摯な姿勢で向き合うことが大切になります。
　しかし、それは学校現場だけに限った事ではありません。社会
のなかで生きていくということは、少なからず誰かと関わって生
きていくことだと思います。常に自分は誰かに影響を与えたり、
与えられたりしながら生きているということを改めて感じた瞬間
でした。そして、願わくば、今後自分がどのような人生を歩むと
しても、誰かにいい影響を与えられるような人間でありたいと感
じました。「辛い」という字がちょうど一画加えるだけで「幸い」
になるように、どのような逆境も糧にして、何事にもひたむきに
全力で取り組み、周囲に幸せを与えるような人間になりたいと思
います。
　教育実習の最後の最後で、子どもたちから“教え”られました。

澤　田　大　樹
（生涯教育課程　日本語・地域文化コース３年）

与えるもの、与えられるもの

　大学入学時に心に決めていたことがあった。
　それは「自分の“強み”をたくさん作る」ということだ。私 
は、小さい頃から自分に自信がなく、いつも人と比べては「私な
んて……」と落ち込むタイプだった。そんな私にとって自分の強
みを増やすことは、自分の良さや能力を再確認し、前向きに新た
な一歩を踏み出す“心の支え”を増やすことであった。大学は、
自分のやる気次第でどんなことにも挑戦することができる時期で
ある。今こそ自分をもう一度深く知り、人間としての幅を広げる
チャンスであると考えた私は、四年間で強みを見つけるために、
様々なことに挑戦した。
　一つ目は、ダンスのスキルを磨いたことだ。小さい頃から習っ
ていたダンスとは異なるジャンルも踊ることができるようになり
たいと思い、サークルでヒップホップダンスを習得した。また大
学のダンスの講義を受け、リズムダンスや創作ダンスのスキル
アップを図った。
　二つ目は、実家暮らしで海外渡航経験もなく一人では何もでき
ない私が、アメリカに短期語学留学をしたことである。語学学校
やシェアハウスで世界各国の仲間にめぐり会えたことは自分に

とっての宝物であるが、ロサンゼルス郊外で一人、道に迷い、英
語も上手く通じず半日迷子で居続け、泣きながらさまよったとい
う苦い経験も私にとっては大きな財産となった。
　三つ目は、英語科教育実習でタイの中高生に英語の授業をした
ことである。自国の文化を伝え、他国の文化を受け入れることの
面白さや大変さを学ぶことができた。また、この経験は卒業論文
で「異文化理解」について研究するきっかけにもなった。
　四つ目は、幼稚園・小学校の免許に加え、英語と家庭科の中学
校・高等学校の免許を取得したことである。この六つの免許をと
ることは決して容易なことではなかったが、学ぶ中で異校種連携
の大切さをより実感することができたので、これをぜひ将来に生
かしていきたい。
　こうして振りかえってみると一つ一つの経験が自分にとってか
けがえのない財産となって心に刻まれていると感じた。入学当初
は自分の強みを作るために無我夢中で頑張っていた。しかし、今
振り返ってみると、その経験のすべてが、“経験の引き出し”と
なり、自ずと強みとなっていたことに気づいた。だから、今後も
力まずに新たなことに挑み続ける自分でありたい、と考えている。

千　田　　　愛
（学校教育教員養成課程　学校教育コース 　　　

英語サブコース　平成25年度卒業）

自分の“強み”を
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［思い出］─ 退官される先生方から ─

東北モデル社会

技術教育科　井　上　祥　史
  

　岩手大学に14年間お世話になりました。多くの方々の
温かいご指導に恵まれて、本当に良い時間を送ることが
できましたことを感謝しております。反面、お返しでき
るものが何もなく心苦しい思いでもあります。この間、
東日本大震災の経験は強烈です。多くの人達の助け合い、
心遣いを目にし、次の社会のあり方を考え直すきっかけ
になりました。神戸の震災では、飴のように曲がった線
路の上を歩いて片づけや食料の買い出しなどに追われま
したが、大都市の中での合理的でスマートな助け合い、
そして早い復興などに社会の力強さを感じた思いがあり
ます。これは神戸の震災が既存の資本や個人の財力の構
造などにひびが入る事態ではなかったためではないかと
思っています。震災と相前後してベトナムやミャンマー
などを訪れる機会がありました。都市部は盛岡や東京と
何ら変わるところはなく地価はむしろ高いぐらいです。
土地で蓄財して身を守っている結果です。しかしながら
郊外では昔ながらの自然そのままで、ミャンマーでは電
気も来てないところが多くあります。そんな中で懸命に
農業や工業で雇用を作り、教育を広めようとする熱い人
たちに出会いました。ちょうど大震災の復興計画を描く
状況に似ています。もともと何もないので携帯電話やソ
ーラー発電などの普及には適しており、通信や道路など
のインフラは数年もすれば形は整い、構想の面では日本
などを追い抜くものもあります。田んぼの中に電機工場
を経営しているミャンマー人の話を聞きながら、賃金が
安いために海外進出してくるのではなく、働く誇りを持
てる企業を求めていますという言葉が印象的でした。英
知を結集して東北地方が世界に先駆けとなる循環型の生
きがいモデル社会になることを心から期待しています。

自由で民主的な学部

学校教育科　神　　　常　雄 

　心理学科の助手として赴任したのが１９７８年の４月、瓢
箪池脇に辛夷の白い花が可憐に咲いていたのが思い出さ
れます。大学紛争が全国的に鎮静化したものの、その余
韻が当時の学部にはまだまだくすぶっていました。
　そんな中、実に多くの学生たちと、様々な問題―研究・
教育・大学自治に限らずあらゆる政治的・社会的問題―
で幅広く自由に議論したものでした。たいていは私が学
生にやり込められたものです。教員養成を主たる目的と
する学部なのにそのことに無知なまま赴任したのですか
ら、学生たちの抱える問題に理解が行き届かなかったの
も当然です。大学人としての自分の基本はこうした学生
たちとの触れあいの中から培われたと思っています。
　また当時、学部には助手会という若手教員の集まりが
あり、研究や教育、大学自治について自由闊達に意見交
換をしたものでした。研究分野を超えて他科の教員と交
流することにより、学部や大学の在り方について多様な
考えを教えられました。この傾向は学部にとどまらず、
他学部の教員との交流にも及びました。教授会や組合・
様々な研究会を通してこの学部が自由で民主的な議論を
丁寧にするところなのだと心底思いました。
　さて、大学は２00４年に法人化して以来徐々に息苦しい
雰囲気が強まってきている気がします。この状況下で、
２0１８年までに待ったなしの学部改革が迫られています。
今こそ学部の伝統である、自由で民主的な議論を丁寧に
続けて、学部全体で力を合わせて新しい魅力ある教員養
成の在り方を追求しいってほしいと思います。
　退職に際しこれまでお世話になったすべての学生・教
職員の皆様に記して謝意を表します。

　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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◦はじめに
　全道各地で活躍している同窓生の
皆さん。お元気ですか？
　私は昭和51年卒業〔1976年〕です
から盛岡を離れて32年の月日が流れ
たことになります。私にとって大学
生活＝北謳寮生活だったように思い
ます。白亜の城と言われた４階建て

の寮。入寮した時見た４年生はオジサンに見えました。
同室の先輩には大変お世話になりました。ユニークな人
は先輩にも後輩にもたくさんいましたね。そして、同期
の仲間。北海道出身の人が多かったように思います。も
やし山盛りの味噌汁・美味しかった麦飯にかけた納豆ご
飯・寮内放送の「本日の夕食はとんかつです。」に食堂
まで走った寮の食事、バトラーさん・炊婦さんとの交流、
97期執行部提案の方針表紙に「愛と誠」のカットを入れ
て顰蹙をかった暁の寮生大会、女子寮の面々を前にリー
ドボーカルでリリーの♪私は泣いています♪を歌わせて
もらった寮祭、夜中に各部屋や紅梅寮を回ったストーム、
沖縄返還に抗議して高松通りから大学まで歩いたジグザ
グデモ、朝まで友人と語り食べたインスタントラーメン
の味、自転車が貴重な移動手段だった時代、娯楽室で楽
しんだ卓球、広くて気持ちよく入った大きな風呂、腹が
減ったときは宝来軒のレバニラ炒め定食、バイトでお金
を稼いだ時は寮の近くの細田屋で一杯、高松の池で花見、
湖畔にあった喫茶店で「火の鳥」を読んで感激、盛岡三
高グラウンドで開催された南北寮対抗の朝野球、ボヤの
時は自分達で消火に全力を尽くした自治寮の誇り……
今、原稿を書きながら想い出した出来事、他にもたくさ
ん……
　勿論、寮生活だけでなく甲二A1というクラス［学費
値上げ反対運動、“あんたがたどこさ”というミニコミ誌
の発行、コンパで酔って女の子を追いかけた？泥酔して
寮まで背負ってもらった（共に酔っていて記憶にはな
い）］、日本史というクラス［一度だけ発掘現場に行った
ことがありました］、青山セツルメントというサークル

［青山町で活動、合宿で花巻温泉に何度か行きました］
で活動していました。又、岩手放送（IBC）でアルバイ
ト生活（準社員的）をしていました。［様々な公演のポス
ター貼りや公演当日の手伝い、山口百恵を駅に迎えに
行った、岩手夏祭りでは一ヶ月も仕事をして10万円稼い
だのに毎晩飲みに出かけて身体も壊してしまった、部長

の娘さん（高校生）の家庭教師もしていましたね。］結
果として２年間程、学校には行っていませんでした。４
年生になって独語・英語の授業を受けて単位を取るきわ
どい［奇跡の］卒業となりました。勤めてしばらくは単
位が足りなくて卒業できないという夢を見ていました。
読書好きな友人がいて、一緒に古本屋巡りをしてたくさ
ん本を買って読みました。卒業する時にはかなりの冊数
になっていました。女性に惚れて失恋したり（たくさん）
惚れられたり（少し）もしました。
　思いつくままに盛岡（北謳寮）時代を振り返ってみま
したが、この４年間というのは貴重な時間だったと思っ
ています。未熟であったけれど、一生懸命生きていたよ
うに思います。人間関係を築く力を育ててもらったと
思っています。知的にも精神的にも社会に出て働いてい
けるエネルギーを培ってもらったと思います。皆さんも
自分史としての４年間があったことでしょう。
　卒業後、青年教師として士別市（４年間）、追分町（７
年間）で実践を重ねました。追分町で結婚し（30歳）子
ども２人を授かりました（共に女の子）。そして、生ま
れ育った苫小牧市の学校へ異動になりました。北星小学
校で元北桐会会長の沼田先生（当時は教頭）と一緒の職
場になりました。初めはちょっとお手伝いをしている程
度だったのですが、次第に仕事が私の方にシフトしてき
て事務局長をすることになりました。当初も名簿作成が
大きな仕事でした。先輩たちが各管内の知り合いの方や
各教育局にお願いして岩大卒の人を見つけて少しずつ現
在のような形になってきているのだと思います。会報も
長い間、私が書くようになりました。事務局長の仕事を
していて大変だったのは封筒の宛名書きと会報づくりで
す。伊達市立有珠小優健分校にいた時は、名簿と会報の
原稿を作り、印刷製本して帳合いを済ませ、封筒に宛名
書きして文書を封筒に入れて完成したものを郵便局で発
送するまで一人でやっていた時は苦労しました。かなり
の時間がかかっていました。今となっては楽しい思い出
です。１月の総会に20 ～ 30人の同
窓生が集まるようになり、名簿も活
版になりました。しかし、道内から
岩手大に進学する人が少なくなり活
動の中心が50代で今後が心配です。
是非、若い人に同窓会を継続してほ
しいと願っています。総会に多く集
まって盛り上げましょう！

　北海道支部が停止した後も、同窓会のような集まりは続いているそうです。編集部としましても、大舘さ
んはじめ今まで北海道支部に尽力してくださった方々に御慰労申し上げますとともに、この紙面がきっかけ
となって、支部が再開するかもしれないことを楽しみにしています。

　北海道支部は、会員の高齢化や、入試制度の変更に伴う岩手大学への入学生の減少などが相まって、３年
前から活動を停止しているそうです。最後の会長さんである大舘博さんに無理を言って寄稿をお願いしたと
ころ、北海道支部の結成を呼びかける文書と、北桐会・会報１号、そして50号近くまで作成した会報の一部
をお寄せいただきました。ここではそのうち、大学時代の４年間の思い出と、北海道北桐会事務局としての
十数年について書かれたものをご紹介させていただきます。

［支部だより・活動報告］ しぶだより・かつどうほうこく●

北謳寮₄年間・北桐会事務局10数年の日々
昭和51年卒　大　舘　　　博　
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［事務局だより］

　平成25年度の北桐会は、６月に評議員会が開催され、
会務の報告と事業計画・会計等承認されました。常任理
事会を中心に会務の具体的計画を進めております。１１月
には創立60周年事業が開催され多くの会員の皆様に参加
して頂きました。
　現在16支部があり、総会等の報告が寄せられていま
す。昨年に引き続き支部規定の整備を評議委員会で承認
頂き、詳細について検討しているところです。一部寄せ
られた支部活動を報告いたします。１１月１6日には花巻支
部結成20周年事業において、記念式典・記念講演会が開
催されました。講演会は IBC 岩手放送照井健氏による「想
いを伝える・言葉の力」、式典には黒川会長が祝辞を述
べられました。２月22日には胆江支部総会が開催され、
総会終了後、本部常任理事藁谷が岩手大学の近況につい
て、報告をいたしました。
　第６回岩手大学卒業生・修了生と学長との懇談会へ盛
岡支部の皆さん中心に参加して頂きましたことに改めて
御礼申し上げます。来年度第７回の岩手大学卒業生・修
了生と学長との懇談会は大阪での開催が決定されており
ます。近畿地方の方々にご協力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。　
　本誌『北桐』は53号の発行を迎えました。皆様のお手
元に岩手大学同窓会連合会報誌とともに届いていると思
いますが、ご意見感想をお寄せください。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。
　新入生へ入学記念品として学生歌入の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
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。）を贈呈しています。教育学部へは学生教育支援金
として、50万円を寄附いたしております。現在、教育学
部では就職後の追跡調査を行っており、北桐会として名
簿の提供を検討しております。
　去る１１月９日に教育学部同窓会「北桐会」は創立60周
年を迎え、記念事業として記念講演会、記念式典並びに
記念祝賀会を開催いたしました。また、記念誌として創

立50周年から60周年「１0年の歩み」を発刊いたしました。
同時に記念名簿も８月に発刊いたしております。
　岩手大学教育学部の近況は、文部科学省の指導のもと
ミッションの再定義が行われ、非常に厳しい状況を迎え
ています。平成28年度全学改革の指針が示され、教育学
部は小学校及び特に理数英教科の強化、中学校１0教科の
課程認定を目指し、複数免許の取得、教職大学院の設
置、と新課程（生涯教育課程・芸術文化課程）について
は廃止するとしています。学生募集定員も大幅に削減さ
れる見通しです。現在大学の組織検討委員会を中心に教
員養成の在り方と新課程の募集定員90名について検討中
です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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。
○お知らせ

第７回卒業生・修了生と学長との懇談会
　日時：平成26年７月19日（土）15時～ 17時
　　　　懇親会　17時30分～ 19時迄
　会場：KKRホテル大阪
今回は近畿地方での開催です。該当されます会員の
方々へご案内を後日送付いたしますので、宜しくお願
いいたします。　尚、その他の会員で参加されます会
員の方がいらっしゃる場合事務局まで、お知らせ頂け
れば幸いです。多くの会員の参加をお待ちいたします。

（藁谷）
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　おかげさまで「北桐」53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。
　私事ではありますが、生まれて初めての労働報酬は、ちらし寿司でした。高校
一年生の冬、中学時代のクラブ顧問の先生から「日曜日、仲間を連れて中学校に
来ないか」とのお声をいただきました。嬉しさと懐かしさとが相まって、友達４
人で伺うと、そこに待っていたのは教室を埋め尽くす山積みの小冊子でした。「今
日中にこれらをすべて発送する。よろしく頼む。」――それこそが、この『北桐』（今
にして思えばおそらく28号）だったのです。その量に圧倒され、近況報告などす
る暇もなく、黙々と発送作業に打ち込みました。あまりに集中しすぎて頭がクラ
クラしてきた頃、驚いたことにちらし寿司が出てきたのです。まだ子供でしたから、
親の了解なくして人様からご馳走になることがとても悪いことに思えたのですが、
「もう頼んでしまってここに届いているのだから、食べるしかないのだ」とおっしゃ
る先生に感謝しながら、結局いただいてしまったちらし寿司の量と味――今でも
時おり思い出されます。
　時は流れて、その女子高生は図らずも編集に携わることになりました。『北桐』
も頁数を減らし大判に形を変えています。発送は業者にお願いするようになりま
した。事務局便りにもありますが、岩手大学教育学部も今まさに大きく形を変え
ようとしています。望むと望まざるとに関わらず時代は流れ、様々なことが変わっ
ていくことを実感しながら、その中でよりよく生きるべく努力していここうと思
わずにはいられません。
　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）

編集後記
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