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［巻頭言］

かんとうげん●

教育実習校として
盛岡市立上田中学校
校長

■教員志望と実習
上田中学校では、毎年₈月から、附属中、黒石野中と共に岩手
大学等の実習生を向かえ₄週間にわたる教育実習を行っていま
す。教育実習そのものは、昭和26年の本校創立以来、現在まで続
いています。岩手大学の実習生は、現在は、₃年生時に本免が50
名ほど、そして₄年生時に副免として20名ほどが実習を受けます。
その他₁月には、既に採用が決まった学生の直前の実習であるス
クールトレーニーが行われています。実習は、このように₃段階
に別れていますが、この学生の姿を見ても、大きな違いがありま
す。大学関係者の方々には、少し耳が痛い話にはなりますが、₃
年生の大学生は、やはり大学生気分が抜けないのはしょうがあり
ません。そして、₄年生は、やはり目の色が違います。実習は、
大学卒業の認定単位として必修ではあるのですが、教員志望で入
学したのではないということで₃年生の実習段階になって急に悩
む学生がいるということです。遡れば、そもそも岩手大学教育学
部を受験するきっかけはなんだったんだろう。単に、入りやすかっ
たためだったのかという疑問も起きてきます。
本校の実習は、一言で言えば厳しいと思います。指導案の検討
や教壇に立つ時の心構えなど、私たち教員の指導がどんどん入っ
ていきます。この実習期間で気持ちの上で将来先生になりたいと
いう希望が強くなった学生や逆に違う職業でと思う学生も出てく
るかもしれません。しかし、一人でも多くの学生に「教師として
の魅力」が伝わればと思い、彼らに時間の許す限り、付き合おう
と思っています。彼らにとって、大学四年間が意義ある₄年間に
なるよう、また、将来、教員になろうというきっかけの実習にな
ればと強く思います。
■上田中学校のこと
さて、上田中学校のことをお話します。先ほども述べたように
昭和26年に創立し、現在創立64年目を迎えています。生徒数は、
396名、教員数40名です。研究指定校としても、「学習しつづける
力を高めるための研究」を昭和50年から継続研究しており、現在
は、₃年に₂度の公開研究会を行い、生徒の育成のための研究実
践を提案しています。
上田中学校の₄月は特別です。まさに、県内どこの学校を見て
も上田中ほど徹底して₄月の出会いを大切にし、集団を磨き上げ
る学校はないでしょう。上田中学校は、
「個と集団の成長」を大切
にしている学校です。それは、社会で生きていくための知識や技
術だけではなく、相手（他）とどう向き合って生きていくかとい
う人間関係づくりを大切にしているからです。₄月は、入学式が
終わると₃年生の修学旅行をはじめ、各学年行事があります。個
を見つめながら「自分たちの学級」
「自分たちの学年」を作り上げ
ます。もちろんすぐにできるものではありませんが、どういう自
分になりたいのか、どういう学級にしたいのか、どういう学年に
したいのか、₁年のスタートをしっかり目標を築きながら、個と
集団の意志を確認する大切な時間として全校で取組みます。
さて、上田の入学式は、₂、₃年生の「先輩」が胸を張って₁
年生に「上中魂」を注ぎ込む行事です。魂の入った「応援活動」は、

佐

藤

嘉

彦

圧巻です。体育館の床が揺れ、もしかしたら抜け落ちるのではな
いかと思うほど、大迫力の応援はすばらしいものです。無心にな
り、ひたすら声を出し、身体を使ってすべてを表現する。一人の
脱落者もいないのです。その姿に感動しないものはいません。も
しかしたら、築35年のこの校舎の傷みの進み具合は、これまでの
先輩が一生懸命活動した証なのかもしれません。お世話になって
いる、思いでの一杯詰まったすばらしい学び舎です。そしてもう
一つは「合唱」です。大地讃頌は、上中の第二の校歌と言われる
ほど歌い継がれているものです。指揮者が立つと何とも言えない
緊張感が走ります。それが他の曲にはない「大地讃頌」の魅力な
のです。歌い継がれていくことは、まさに文化の継承なのです。
この曲を先輩たちが歌ってみせ、₁年生に「上中の合唱の素晴ら
しさ、尊さ」を伝えます。全校生徒が輝く…そんな春₄月なので
す。₃年生の修学旅行では、恒例の「上中の夕べ」が開催されま
す。もう30年以上も続いている上田中₃年生の「決意」の場なの
です。今年度の₃年生は、あの世界的に著名なオーケストラが来
日して演奏するサントリーホールのステージで合唱発表と意見集
会を開き、自分の経験したこと、感じたことを言葉に表現して真
剣に伝えること、自分を表現しようとしたり、アピールしたりす
る「新しい自分」に挑戦しようとすること、とても感動的な個々
の成長や集団としての成長を感じることができる大切な行事であ
ります。
平成26年度の生徒会テーマは「超える」です。力強く、挑戦し、
乗り超えていく決意のテーマです。個として、そして集団として、
「今の自分」「今の集団」を超えていくそんな生徒会苦心のすばら
しいテーマです。
前期は、市中総体もあり、₃年生を中心に、部活動に一生懸命
取り組みました。十分な時間を当てて取り組むことは困難ですが、
それでもチーム一丸となって目標に向かう姿は、
「超える」上中生
のすばらしい姿でした。どの部もすばらしい取り組みでした。新
人戦では、剣道部男子と野球部が盛岡市内で優勝というすばらし
い金字塔を立ててくれました。特に、野球部に関しては、急遽、
全校応援を組み、県営球場で今までの応援活動の全てを出し切り、
まさに「応援が力」になりました。優勝の感動を全校で味わうこ
とが出来たのは、本当に大きかったと思います。どの部も同じよ
うにチームが一丸となって戦ってくれたと思います。
■ 顔が見えるコミュニケーションの大切さ
教育現場では、生徒と教師の関係が特に大事です。教科以外の
様々な日常の問題や課題に対しても、学校という小さな社会の中
でこの関係がうまく行っていれば、大きな障害はありません。で
すから、望むところは、教員になるまで、社会人となるまでに、
出来るだけ多くの人と望ましいコミュニケーションをとれるよ
う、交わることが必要だと痛切に思います。それも、直接、顔の
見えるコミュニケーションを取れるよう期待しています。世の中
には、携帯、スマホ依存症のようになっている人もたくさん見受
けられますが、時には、その電源を切って、直接会って話しをし
てみたらどうでしょう。
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［特集］
2016

希望郷いわて国体に向けて

希望の郷を目指して
村

松

正

て岩手国体をはじめ、オリンピックなどの世界大会で活
躍できる選手が生まれてくることを期待しています。

博

「国体」…我が国最大の国民スポーツの祭典。都道府
県対抗で毎年開催され、昭和45（1970）年「誠実 明朗
躍進」のスローガンのもと開催された第25回大会岩手
大会では、岩手県が見事天皇杯を獲得。そして、平成28
（2016）年「伝えよう感謝 広げよう感動」のスローガ
ンのもと、復興のシンボルとなる希望郷いわて国体（冬
季大会＋本大会＝完全国体）が開催される。
私は国体の選手強化担当、岩手県選手の競技力向上が
主な仕事。国体を通して県民に夢と感動を与えるために
は、岩手県選手の活躍が必要不可欠。目標は東京国体30
位台、長崎国体20位台、和歌山国体10位台、そして岩手
国体では８位以内。長崎国体では目標が達成されず、現
在は危機感を感じながら各競技団体と打合せをする毎
日。これまでの私は、競技団体が行う選手強化事業に赴
き応援する姿勢をとっていたが、このままでは間に合わ
ない。競技団体に対して強い姿勢で強化事業を推進させ
なければならない。目の色を変え選手強化を図る競技団
体が増えてきている。本気が故、今後様々な荒波が予想
される。しかし、
臆していては国体の目標達成は厳しい。
失敗の出来ない仕事、覚悟していきたい。
（平成３年度

小学校教員養成課程保健体育科）

岩手国体に向けて
林野下

智

範

現在、岩手県中体連陸上競技専門部強化部員として、
強化合宿や練習会に関わっています。
岩手県は中学校の陸上部設置率が全国と比べて低いた
め、中学校の強化は「トップの強化」だけではなく、
「底
辺拡大のための普及」という視点のもと、県内各地から
生徒を集め、定期的に練習会などを行ってきました。
その日頃の強化策が少しずつ成果を上げ、今年度は夏
の全中大会で、福岡中学校の山田美来さんが200ｍ２位、
秋のジュニアオリンピックで盛岡河南中学校の佐々木塁
君が１年1500ｍで優勝（中学１年歴代１位）
、北上中学
校の佐藤慎巴君が3000ｍで２位と、大きな舞台で中学生
が活躍するようになってきました。また、高体連との連
携も図っており、高校進学後もインターハイや国体で入
賞する選手が増えています。
今後も、このような取り組みが継続され、小学生から
大学、一般まで一貫した指導が行われ、岩手の代表とし

（平成３年度

教育学部

中学校教員養成課程保健体育科）

「 71国体に向けて、岩手の剣士たちに期待する」
猫

塚

篤

志

平成28年の岩手71国体に向けて、平成25年から当時の
中学校２、３年生を主に強化してきた。県の強化委員に
は、中体連からも選出され、私は主に女子の強化を担当
し、高体連や剣道連盟と協力しながら取り組んでいる。
また、アドバイザリーコーチに熊本県警師範の亀井徹先
生を迎え、月に１～２回の強化合宿を繰り返している。
亀井先生が全国の有名指導者や日本代表選手を帯同し来
県されるので、選手はもとより我々指導者も貴重な経験
をさせて頂いている。
近年、岩手の剣道は国体で加点するような活躍がなく、
弱小県として見られていたが、平成25年度東北中学校剣
道大会の決勝戦で、花巻中と花巻北中の女子が戦うなど、
力はついてきている。この２校の女子のほとんどが盛岡
南高校に進学し、今年は近
くに合宿所をつくり、選手
は自炊しながらの生活をス
タートさせた。彼女たちが
高校３年生になる２年後、
岩手で国体初優勝すること
を目標に、日々の厳しい稽
古で心と体を鍛え上げ、技
を磨いているところであ
る。
彼女たちが、71国体の県代表選手となり、日本一の夢
をかなえ、岩手の後輩たちの目標となることを期待する。
また、我々もその目標に値する指導者へと成長し、71国
体後も岩手が常に全国上位にいるよう導いていきたい。
（平成２年度

教育学部

中学校教員養成課程保健体育科）

岩手国体に寄せて
礒

部

隆

宏

現在、黒沢尻北高等学校に勤務し、ラグビー部の顧問
として指導に当たっています。私自身、大学時代ラグビー
部に所属し、監督の大澤靖先生に指導いただきながら仲
間とともに毎日汗を流してまいりました。
さて、平成28年度の希望郷いわて国体に向け、各競技

─２─

とくしゅう●

団体の強化事業が進められております。本校ラグビー部
にも、男子少年の部で主力となる世代が１学年に、また
いわて国体から正式競技となる女子７人制ラグビー出場
を目指す女子生徒達も在籍しており、大会での活躍が期
待されるところです。子ども達には競技力向上はさるこ
とながら、国内最大のスポーツイベントである国体を契
機に改めてスポーツの素晴らしさに触れ、全国から集ま
る仲間たちとの交流を深めてもらいたいと思います。前
回の岩手国体は私が生まれる前年、今からおよそ半世紀
前に開催されており、たいへん感慨深いものがあります。
世代と時代をつなぐスポーツの魅力を発信し、健康で融
和的な社会づくりに寄与できる子どもたちを育てていけ
ればと考えます。
（平成元年度

中学校教員養成課程国語科）

さあ、希望郷いわて国体に向かって
西

郷

（平成８年度

晃

希望郷いわて国体まであと１年となった。私が県教委
スポーツ健康課に勤務していた平成20年頃は、本県開催
の国体に向けて県も競技団体も、言葉にはしないものの
「さあ、２回目の総合優勝を！」という雰囲気だったこ
とを思い出す。当時担当していた「岩手スーパーキッズ
発掘・育成事業」も、全国に先駆けたタレント発掘事業
の一つとして注目される事業となり、第１・２期のキッ
ズたちは大学生・高校生となったいま、岩手県のトップ
選手としてだけではなく、日本代表選手となって日の丸
をつけて世界で活躍している者も出ている。
だが、平成23年３月11日に東日本大震災津波が発生し
た。国体に向けた選手強化のための「屋内運動施設（ドー
ム）」の建設も中止となった。ドームに併設される予定
だったスポーツ医・科学センターの機能だけは、既存の
施設を活用してスタートし、岩手のアスリートを支えて
いる。国体開催の是非も議論されたが、復興のシンボル
として感謝の気持ちを込めて予定通り開催される。
この国体に向かってたくさんの子どもたちが強化選手
として努力している。その努力が花を咲かせるように、
私たち大人が応援し支え続けていかなければならない。
（昭和61年度

中学校教員養成課程保健体育科）

国体に向けて
伊

藤

抜（12月全国大会参加）、U15岩手選抜（11月東北大会
参加）、岩手ジュニア（３月ホープビレカップ参加）で
ある。
毎年３月には県新人大会、県選抜大会での勝利ポイン
ト上位７チームと岩手ジュニアの８チーム、関東・東北
より強豪４チームを招待し、合計12チームで「ホープビ
レ（希望郷）カップ大会」を企画運営している。
各選抜チームでは有能な選手達の技能や考え方を鍛え
ることを目的とし、「ホープビレカップ大会」では強豪
チームとしのぎを削ることで、県内チームが全国大会で
通用する実力を蓄えることを目的としている。
強化目的を明確にした選抜チーム及び大会で鍛えられ
た選手達が、いわて国体で大活躍することを願っている。
ボールを「つなぐ」ことで勝利を目指すことはもちろん
だか、心を「つなぐ」、絆を「つなぐ」、そして、人を「つ
なぐ」素晴らしいいわて国体を創り上げてほしい。

展

博

バレーボールの魅力は何と言っても、ボールを「つな
ぐ」こと。次にボールを受け取る仲間が取りやすいよう
に、
打ちやすいように思いを込めて心を「つなぐ」こと。
「希望郷いわて国体」へ向けて、中学バレーでは３つ
の県選抜チームを構成し強化に努めている。JOC岩手選

中学校教員養成課程保健体育科）

いわてが希望郷となるために
生

駒

大

輔

いよいよ岩手希望郷国体が来年に迫り、「チーム岩手」
として一丸となって、取り組んできた成果が試される時
がやってきた。これまでＵ－15のカテゴリーにおいては、
「全国に出ていないのは中学だけ」と県内でも揶揄され
たとおり、
「いわて」は東北の舞台ですら日の目を見るこ
とはなかった。しかし今、ようやく全国の舞台に立って
互角以上に戦うチームや、全国の強豪チームで主力とし
て活躍する選手が現れ始めている。
しかしながら、そのすべての選手が県内で国体を迎え
るわけではない。確かに中学の有望選手が県外に活躍の
場を求めて流出し、国体において「いわての戦力」とな
らないのは大きな損失である。しかもその育成には物心
両面にわたって、多くの投資がなされている。
だが、いわて国体が目指すものは国体当日の成績だけ
ではないはずだ。今回の国体に向けた強化は、
「これまで」
の強化体制を見直し、指導の在り方も考えるよい機会と
なったのだ。私たちが選手に提供した強化策は子どもた
ちの「今」を変え、
「これから」のスタンダードとなって
いく。今回多くの子どもたちは、全国での活躍を期し、
レベルの高いスタンダードを手に入れたはずだ。その子
どもたちが県内外から再び集結し、
「未来」のスタンダー
ドを築き上げて全国に羽ばたいた時、本当の意味でいわ
て国体が「希望郷」を目指した大会として成功するので
はないかと考える。頑張れいわて！頑張れいわてっ子！

─３─

（平成９年度

教育学部

中学校教員養成課程保健体育科）

［桐の葉物語］
春

に

佐々木

美

香

先日、ふと手にして読んだ本の中に、次のような内

私が教師として強みになるものは何か。あるいはこれ

容の言葉がありました。
「秋から冬、夏から秋、春から夏

から強みにしていきたいものは何か－。やはり国語の教

への移り変わりの時期はうまく勾配がついていて変わり

師としての技術を磨くことだといえます。昨年、
「私の主

目を殆ど感じない。ところが、春はいかにも春めいた顔

張」を担当し、代表になった女子生徒と二人三脚で取り

をして派手にやってくる」私はこの言葉に共感し、春が

組みました。白紙の状態から自分の思いを言葉として紡

₁年の節目として特別な役割を果たしていると感じずに

ぎ出し、表現することの難しさや面白さ。一部の人だけ

はいられませんでした。

ではなく、全員の心に残るような訴え方。暑い教室で試

2011年₃月に岩手大学を卒業し、まもなく₄年です。

行錯誤したことや、体育館で納得がいくまで練習したこ

卒業直前に東日本大震災が発生し、級友たちと十分な別

と。彼女との取り組みから、改めて中学生は限りない可

れを惜しむ暇もないまま、世の中が混乱している中で社

能性を秘めているのだと実感しました。自分の思いを表

会に飛び出しました。引っ越し先にいつ荷物が届くのか

現することは大人でも容易なことではありません。私は

もわからず、手荷物ひとつで新天地へ向かった友人も多

学生時代に岩手日報の「声」の欄や「日報論壇」によく

くいました。先が見えない不安に押しつぶされそうにな

投稿していました。根本にあるのは、自分の思いを多く

りながら、毎日を過ごしていたことが鮮明に思い出され

の人に伝えたいということ。少なからずこの経験が、指

ます。今思うと、当時は春を感じる余裕すらなかったの

導に活かされたと思います。日々の授業の中でも、生徒

でしょう。やはり「春」は、₁年の節目にも人生の節目

に何を身につけてほしいのかを吟味し模索しながら、飽

にも欠かせないのだと思います。新たな場所で多くの人

きることなく実践していきたいです。

に出会い、支えられ、経験し、学んだことが現在の自分

相手の立場を考えること、客観的に自分を見ることが

の財産となっています。成長する様々な機会や助言をい

できる生徒を育てることも大きな目標の一つです。学級

ただき、感謝しています。

で合唱練習をしているときにこんな場面がありました。

卒業後、私は₁年間講師を経験し、翌年岩手県の中学

昨年なぜ最優秀賞をとれなかったのかを自分たちで分析

校国語教員として採用されました。初任校である江釣子

し、綿密に練習計画を練っていくリーダーたち。得手不

中学校に赴任し、₃年が経過しようとしています。初め

得手をお互いが理解し、最善の方法で取り組もうとする

て担任を持った学級は₂年生。昨年初めての卒業生を送

姿勢に、成長が見られました。

り出しました。卒業式当日に、教室に飛び交うたくさん

実は、
「春に」にはもう一つ特別な思いが込められてい

の「ありがとう」の言葉。空っぽになった教室に漂う寂

ます。私が中学校３年の時に合唱コンクールで歌った曲

寥感。彼らと過ごした毎日が、とても貴重で新鮮だった

名です。当時は中学校の教員になろうとは微塵も思って

ことはいうまでもありません。中学校教員として駆け出

いませんでしたが、素晴らしい先生や友人に出会い、た

した私に多くのことを教えてくれた存在でもあります。

くさんの経験をしたことが自ずとこの世界へと私を導い

そして、今年度は₁年生の担任として、あどけなさが残

てくれたのかもしれません。
これから迎える2015年の春、さらにその先で出会う春

る生徒たちと充実した毎日を送っています。
教員生活を送っていく中で、自分を突き動かす原動力
となっているものが主に₂つあります。それは、
「出会い」

がどのような音をたててやってくるのかとても楽しみで
す。

と「自分の経験」です。

（平成22年度・生涯教育課程生涯教育コース日本語文化コース 卒業）

─４─

きりのはものがたり●

１冊のノート
向

口

気仙地区の中学校に勤めて11年が過ぎました。現在私
の住んでいる大船渡市は、海と山、豊かな自然に囲まれ
た風光明媚な場所です。私自身は雪の多い地域で生まれ
育ったので、寒い季節でも椿の花の赤が目に飛び込んで
くる大船渡の気候に、初めはとても驚きました。
派遣社員や高校、中学校での講師を経験し、初任者と
してのスタートを切ったここ気仙地区での勤務も₃校目
となりました。
私は今も、大学時代のゼミノートを時々開くことがあ
ります。どんな意味なのか一度で全てを理解することは
難しく、何度も辞書をひいて何とか書き留めた日本語訳
も、ゼミで一つ一つ確認していくと間違いだらけでした
が、それでも最後に明らかになる英文の意味が、心にじ
んと来るものであったり、なるほどと納得するもので
あったりして、では次もやってみるか、という気持ちに
なったものです。当時研究室の星野先生が、
「社会に出て
苦労してからこの英文の意味がよくわかった、という先
輩もいますよ。
」とおっしゃっていました。私もそうな
るのか想像もつかないな、と思っているうちに、気付け
ば卒業から15年以上もの月日が経ちました。いつか大学
生だった自分よりもこの英文の意味がわかる日が来るの
かもしれない、と引越しの度に段ボール箱に入れてきた
そのゼミノートは、
私を支えてくれるものとなりました。
教員に採用されてからも、仕事の大変さに驚き、
「転職し
て他の道もあるのでは……」などと考えていた頃、生徒
指導で行き詰まってはため息をついていた頃、様々な場
面でそのノートは私の気持ちの整理を後押ししてくれま
した。不思議なことに、同じ文を読んでも、その時々で
感じることが違うのです。
今私は、震災がきっかけとなり、物事の本当の価値と
は何なのか、改めて考え続けている人間の一人です。ど
れが本当の答えなのか、日々考える中で、かつて自分の
学んできたことが、自分を支え、励ましてくれるもので
あったことに、勇気づけられていると気が付きました。
ずっと時間が経っても、立場や環境が変わっても、その
時に応じて、
答えのヒントを与えてくれるもの。そういっ

千絵子

たものを、私は教育の場で生徒たちに与えることができ
ているのだろうか？やはりどんな時代であっても、子ど
もたちに伝えることは、将来に亘ってその人を励ます、
あたたかく、誠実なものでありたいと強く思います。
― 学ぶとは何か 教育とは何か 生きる力とは何か ―
教員という仕事に就いて、共に子どもたちの成長につ
いて語り合える先輩や同僚の先生方と出会えたことは、
私にとって幸せなことだと思っています。また、住んで
いる地域の人たちとの出会いも、自分にとって貴重な宝
となっています。
そこで最後に、初任の年からお世話になっている、地
域の大先輩に教えていただいたこの言葉を紹介して終わ
りたいと思います。
和敬清寂
和（harmony）……初め他人でも、勇気をもって打ち解け
ることで生じる「和」が全ての始まり。
「和を以って尊
しと為す」
敬（respect）……「和」の心で、お互いの存在を認め合
うと、やがて「敬」が生まれる。相手がどんな立場に
ある人であろうと、謙虚に敬う心があれば、心通じ合
う。
清（purity）……見た目だけでなく、内面も清く清潔であ
ること。うわべだけでなく、心から他人を尊重する気
持ちが大切である。
寂（tranquility）……何事にも動じないだけでなく、静か
で穏やかな心を持つという考え方。
なかなか実践できることではありませんが、いついか
なる時もこのように生きられたら、と目指している言葉
です。
このお正月、年賀状に「今年も岩手の子どもたちのた
めにがんばろうね。」と書いてくれた同窓生の友人がい
ます。
「復興」の二文字だけが子どもたちの肩にのしかか
るのではなく、彼らが自分自身の夢や意志を見いだせる
環境を作り出していくことは、やはり大人である私たち
の仕事だと思っています。

─５─

（平成10年度・小学校教員養成課程・英語科

卒業）

［桐の葉物語］

スポーツで岩手の希望に
鳴
2014年₃月ようやく地元岩手でＪリーグがスタートし
ました。まだ J 3とはいえ試合会場で掲げられるＪリー
グフラッグは誇らしくとても感動的な雰囲気を創りだし
てくれました。まだまだ本来のサッカーの魅力が伝わる
雰囲気はできていませんがこれから何年も続いていく岩
手のＪリーグの歴史がようやくスタートしました。
2011年₃月の東日本大震災、多くの方が地元岩手でそ
の震災を体験したことでしょう。私自身₂月に岩手に
戻ってからすぐに起こった出来事でした。
そんな中、
「岩手にＪリーグをつくる」とても無謀で
多くの人が現実的な目標とは捉えていませんでした。ど
うしたらできるのかは分かりません。ただ、どうなりた
いのかは明確でした。私は自分の想いに正直に向き合い
自分自身の可能性、地域の可能性、そして、人間の力と
いうものを信じて取り組みました。何事にも理念、
信念、
覚悟は大切だと思っています。震災復興も含め自分自身
がこの期間を岩手で過ごせたことは、Ｊリーグや国体な
どを通じスポーツの力で岩手の希望になるという思いを
より一層強くしてくれました。
「スポーツの力」とはどんなものなのか？スポーツで
の学びは日常での変化だと思います。スポーツの中でし
か感じられない感覚や感情はもちろん、当たり前のこと
ですがルールを守り相手を尊重することは、日常で活か
されるからこその重要性を発揮します。また、高い目標
を持った選手が語学を学び、学業を大切にしながら進路
にむけ学校生活に取り組む姿は教育も変える力があると
思っています。教育にとってスポーツの重要性が今後高
まることを期待して、私自身いちスポーツマンとしてス
ポーツの価値がさらに高まるように努めていきたいと考
えています。
スポーツで平和に、健康に、生きがいに、仲間づくり
など挙げればきりがありませんが、スポーツが身近にな
ることでそれぞれの人生がより豊かになる可能性は十分
にあると思っています。
これまで、選手として指導者として多くのサッカー選
手と接してきました。学生時代「それは無理」と思うこ
とが多々ありましたが、自分の経験や人との出会いの中
で「それもできる」と思えることが圧倒的に増えました。
「プロサッカー選手になりたい」
と聞けば「大丈夫なれ
るよY」
と答えることができます。
世界は広く多くのサッ

尾

直

軌

カー選手がチームを求めて活動しています。私の知る限
りどうしてもプロのサッカー選手になりたいと人生を賭
けているほとんどの選手がプロとして受け入れ先を見つ
けることができています。重要なのは国も言葉も環境も
問わない情熱と覚悟です。その情熱や覚悟を持った強い
人間性を育てるのがスポーツの力ではないでしょうか。
2016年希望郷いわて国体いわて大会が開催されます。
各種目ともに優勝目指して取り組んでいると思います。
強いチームをつくるのに良い環境は必要です。誰もが良
い環境が選手を育てると考えます。私も環境の改善は
チームを指導するとき重要視しています。ただし、現状
を受け入れどんな環境でも前向きに取り組むことのほう
がずっと大切だと実感しています。受け入れないと先に
進めませんし言い訳ばかりが出てきます。
困難な状況だからこそできるチャレンジがあります。
苦しい環境だからこそ生まれる助け合いやコミュニケー
ションがあります。どんな状況であっても自分次第で成
長できると思います。
震災復興や岩手にＪリーグ誕生の経験を経て決してや
れないことはないと思えるようになりました。岩手国体
はスポーツの力を広く県民に理解していただける大きな
可能性を秘めた大会です。多くの笑顔と感動があふれる
素晴らしい国体になることを期待したいと思います。
そして、いつの日か県民の誇れるスポーツ施設の誕生
とともに国際大会が地元岩手でも開催できる日が来るこ
とを願っています。これは私の大きな夢の一つです。

─６─

（平成₈年度・中学校教員養成課程
（平成13年度・教科教育専攻

保健体育科

卒業）

保健体育科専修

修了）

きりのはものがたり●

学問に卒業はない
薄

衣

平成18年₄月に社会人入試で教育学部に入学した時点

景

子

神奈川県に住んでおり、公立の小学校でもクラスの2/3

で私には既に₃つの仕事がありました。北上市国際交流

は受験し、私も当然のようにその流れにのっており、

ルームのチーフ・アドバイザー、北上コンピュータ・ア

NHKの朝のドラマ「花子とアン」に出てきたようなミッ

カデミーの非常勤講師、そして岩手大学農学部の非常勤

ションスクールに合格し、入学しました。その面接試験

講師です。

で将来何になりたいかと聞かれ、現在のCA、当時のス

仕事と学問を両立させるためには在来線や新幹線通学

チュワーデスと答えました。面接官の先生は笑いながら

で は 間 に 合 わ な い の で 往 復 高 速 を 使 い、₄年 間 で 約

「それではお父様にお頭を、お母様におみ足を引っ張っ
ていただいてはいかがでしょう」と仰いました。その言

72,000キロの距離を運転したことになります。
どうしてそのような通学時間を使ってまで勉強したの

葉は子供心にとてもショックで、バネになり将来絶対に

かと不思議に思う方も多いかと思いますが、私は平成₈

航空会社に入るのが当時からのゴールとなりました。そ

年から北上市国際交流ルームで地域国際化に携わる仕事

の夢を持ち続けた結果KLMオランダ航空会社に入社で

をしており、地域に住む外国人に日本語指導や相談も担

きました。

当していました。特にその頃は日本人男性と結婚した外

私は楽天家なのかもしれませんが、困難なことから逃

国人花嫁が多かったのですが、彼女たちに適した日本語

げないでいつもヴィジョンを持ち続けていると、もし何

教材がなかったのでテキストを自分で作ってみたいと考

かあっても真剣に向き合うと誰かが助けてくれたり教え

えていました。また、日本語指導についてきちんと勉強

てくれたりして、どこからか道が開けてくると思ってい

してみたいと思ったからです。

ますし、いつも成功イメージを持っていると不思議に成

大変ラッキーなことに卒論執筆中、その研究内容を地

功に向かっています。

域国際化協会の「先導的施策支援事業」に補助金申請し

現在、前述の仕事のほか、₅つほどの仕事を同時進行

採択され卒業の翌年、平成23年₁月末に『いわての「生

していますが、教育学部で学んだ一人として、これから

活」日本語』を発行することができました。私が大学に

の地域教育力の向上に少しでも協力できるようにさらに

通っている間、不在中の業務シフトをやりくりしてくだ

勉強を続けていきたいと思います。

さったスタッフはじめ、₂人のイラストレーター（₁人

表題の「学問に卒業はない」は私の祖父が言い残した

はスタッフ、もう₁人は大学のゼミの友人、鈴木里佳さ

言葉です。祖父は神奈川県出身の政治家で第二次吉田内

ん）
、松岡洋子先生など多くの皆様に助けられました。

閣の国務大臣、昭和24年から28年まで衆議院副議長を務

このテキストの内容は国際交流ルームのホームページか

めました。明治生まれで小学校と漢学塾しか出ていなく

らダウンロードできるようになっていますので、是非ご

ても、戦後混乱期の政治家となり、マッカーサー元帥か

覧いただければと思います。

ら招待状をもらい、第₁回の衆議院訪米議員団としてア

アドレスは http : //www.k-iah.com/ です。

メリカに行った時の写真を私は今でも大切にしていま

このように何か目標、目的を持って行動すると、必ず

す。天国から見守っている祖父はいつも私を前進させる

そのゴールに向かうという体験を今まで何回か経験して

好奇心の原動力になっています。

いますが、ここではそのうち₂つを紹介します。その₁
つ、大学生活での体験がこの日本語のテキストです。

（平成21年度・生涯教育課程日本語文化コース

もう₁つは私が小学校₆年生にさかのぼります。当時

─７─

卒業）

［桐の葉物語］

岩手県の教員として
作

山

文

康

小学校の頃から地理に興味・関心があり、小学校・中
学校……と岩手県や東北地方の地理に関する書籍などを

標や希望に向かって一生懸命頑張っている。」というこ
とです。

数多く読みました。読んだ本の著者の₁人に川本忠平先
生のお名前がありました。当時、大学生でもないのに、
とても素晴らしい先生だと尊敬し、岩手大学に入学して、
ぜひ川本先生の講義を受講したいと思いました。
昭和52年₄月、岩手大学に入学し、迷わず社会科地理
学科を専攻しました。また、地理学研究室では、駒井健
先生からも多くのご指導を受けることになりました。
川本忠平先生、駒井健先生のほかにも、石川桂司先生、
細井計先生……の講義も受けました。
大学で受けた数々の講義から、
「岩手県は（特に県北
地方）厳しい自然環境や恵まれない地形が多いにもかか
わらず、先祖代々、親から子、そして孫へと人々の営み
は続き、歴史や伝統、文化が引き継がれてきたこと。そ
して、そこに生きる人々は、より良い生活を実現するた
めに数々のハンディを克服し、たいへんな努力を積み重

現在、九戸村立戸田小学校の校長として赴任して₃年
目です。戸田小学校は、全校児童63人の県北の中山間地
域の小さな学校です。家庭や地域と協力・連携しながら
様々な体験活動が行われています。その中で、最も番素
晴らしいと思う活動は、就志森登山です。₁年生から₆
年生までの全校行事ですが、保護者や地域の方々、九戸
村山友会の方々など多くの皆さんが参加します。就志森
とは字のごとく＝志（目標や希望）に就く（実現する、
達成す目）山と書きます。自分の目標や希望を実現する
ために、ふもとから一歩一歩、疲れても、辛くても、厳
しくても、決してあきらめることなく、お互いに助け合
い、支え合いながら登り続けることで、山頂（目標や希
望）に到達できるのです。山頂では校旗をかざし、参加
者全員で校歌を歌います。この登山の体験を通して、子
どもたちに、自分の故郷に誇りと自信をもち、多くの人々

ねてきたこと。
」を学びました。そして、講義の中に出
て来た土地はどんな所なのか、ぜひこの目で見てみたい、
行ってみたいと思うようになりました。当時、自家用車
がなかったので、50 CCバイクで県内（特に県北地方）

に感謝しながら、自分の目標や希望に向かって常に努力
し続けていく意欲や態度が育成されると思います。
今まで赴任してきたどこの小学校にも、地域や学校の
特色を生かし、子どもたちの成長や活躍を願い、保護者

の各地を回りました。沢内村の豪雪を見るため₃月に、
盛岡⇒雫石⇒沢内⇒湯田⇒北上⇒花巻⇒盛岡と一日で

や地域の方々と連携・協力し合いながら行ってきた素晴
らしい行事が数々ありました。

回ったりもしました。今思えば考えられないことです。
そして、必ず教員になって岩手県内各地の小学校で、
これからの未来を生きていく子どもたちの教育に携わり
たいと強く決心し、教員採用試に励みました。

広い岩手県です。県北部、県南部、沿岸部や山間部……
どこにでも学校は存在し、目を輝かせて頑張っている子
どもたちがいます。その子どもたちのために、岩手県の
教員として努力し続けなければならないと思います。

平成56年₄月、現八幡平市立（旧安代町）田山小学校
からスタートし、軽米町立円子小学校、盛岡市立永井小

現在、56歳。まだ赴任する学校があるかと思います。
今後、どのような子どもたち、学校、地域の方々に出会

学校、盛岡市立青山小学校、西和賀町立猿橋小学校（現
沢内小学校）
、矢巾町立煙山小学校、九戸村立戸田小学
校と赴任してきました。
盛岡市内や矢巾町の中・大規模校、県北の小規模校な

うかとても楽しみです。₄年間の大学生活や今までの教
職経験で学んだことを生かして、一人ひとりの子どもた
ちが目標や希望を達成できるように、子どもたちの幸せ
のためにこれからも頑張っていきたいと思います。

ど場所や規模の違いはありますが、どこの学校の子ども
たちにも共通していることは、
「目を輝かせ、自分の目

─８─

（昭和56年度・小学校教育課程・社会科

卒業）

きりのはものがたり●

「卒業の後」を豊かに
菅

野

数十年ぶりに小学校の同級会があった。それぞれの人
生を重ねてきたなつかしい顔だった。豊かな人生のため
にどんな資質が大切か、考える機会となった。
子どもにとってどのような学びが幸せな人生の糧とな
るのだろうか。どのような資質が、自ら発展する人とし
て必要なのだろうか。
私の小学校時代は、たった15人の小さな学級でみんな
が友達、いじめなど無縁だった。
白足袋をはいて走った運動会、城山公園まで歩いた遠
足、鼓笛隊の練習……。断片的な映像として思い出があ
る。
昔からとても忘れ物の多い子どもだった。
「緻密さに
欠ける。
」と通知表の所見に書かれたこともあった。
勉強の思い出はほとんどないのだが、小学校₁年生の
ことで鮮明に記憶していることがある。
算数で、先生がみんなの前で褒めて下さったことが
あった。
「どちらがいくつ多いか。」という問いに「○さ
んが₁多いです。
」と正対する₂点を答えたのである。
先生は、力強く「そうですY」と言って、私の答えをみ
んなに書き写すようにいわれた。
思えば、自分が大学で教師になるために数学を専攻し
たのも、ルーツはそのことではないかと思う。
「あなた
はこれがすばらしいのだよ。
」と実感させてくれたこと
が、どこかに残っていて、選択の指標となったのではな
いか。
現在小学校教育に携わり、この時代に「自分の宝」を
もたせたいと実感している。子どもは「できるようにな
りたい」
「認めてもらいたい」と、体全体で訴えてくる。
心が柔らかく、思ったことがよく表情に表れる。きっと
心にも染み込みやすい時期なのだろう。その時代に「宝」
といえるものを染み込ませてあげたい。
中学、
高校での学習は主に受験に向けての学習だった。
しかし、
いざ大学に入学してみると、そこでの学びはまっ
たく違ったものだった。与えられた学習内容をよく理解
し成績を上げることをよい学びと思っていた自分にとっ
て、大きなカルチャーショックだった。

祥

子

大学では、学ぶ内容や方法をすべて自分で決め、工夫
し、創り出すのだった。更に全国から集まった「地方色
のるつぼ」で出合った、全く違う価値観。それぞれが尊
重され、自由に主張できることを知った。それは、レー
ルのない心もとなさであり、また大きな開放感であった。
サークルの仲間とは夜を徹してとことん討論した。
社会に出てからもまた変化と学びの連続だった。小学
校、中学校、野外活動センター指導員と、職種や分掌が
変わる度に即戦力として未知の力を要求される。しかも、
呑み込みの悪い自分がいる。₁つ理解するのにとても時
間がかかる。いつでも宿題が頭の上にある。苦労してた
どり着いたと思ったらすぐに次の山が登場する。現在も
新しい挑戦の連続である。
しかし今は、不器用で要領の悪い自分が嫌いではない。
時間がかかるのであれば、人の倍かければよい。その分
レジャーやテレビを見る時間は削られるかもしれない。
気が重くなるような課題でも、まず始めることである。
100ｍのうち₁cmを始め、進むことをやめなければ、い
つかたどり着く。早く始めることで、戻る余地もできる。
人が10歩で到達できることを20歩も30歩も歩くうちに、
時には到達目標を超えることもあるかもしれない。
つまり、自分は、今できないことをできるようにして
いく過程が好きなのである。これが自分なりに学びとっ
た、自分との折り合いのつけ方、宿題の楽しみ方である。
今、子ども達には、学校という模擬社会から出てから
生き抜く力こそをつけてほしいと願う。
そのために学校では何を身につけていくべきなのか。
勉強ができれば幸せになれるのか？人柄がよければ勉強
をしなくても幸せになれるのか？否。
少なくとも、「自分で自分を育てられる人」になって
ほしい。苦しい時には楽な道を選ぶことも必要だ。しか
し時にはあえて苦しい道を選ぶ勇気ももってほしい。
そう思いながら、厳しく温かく子ども達を追い込む担
任の先生方を応援している。

─９─

（昭和55年度・岩手大学教育学部小学校教員養成課程

卒業）

［キャンパス便り］
学ぶということ
三保野 真 子
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
国語サブコース 平成26年度卒業）
今、大学生活を振り返って一言で表現するならば、
「学び」だ
と思う。それほどこの₄年間は学びの多い日々であった。教育に
関する専門的知識を得ただけでなく、実践的に考える機会に恵ま
れ、教員として必要な資質や能力を磨き、人間的にも成長できた。
中でも、私を大きく成長させてくれたのは、₃年生の夏に行われ
た教育実習であった。
約₁か月間、毎日が慣れないことの連続で、壁にぶつかること
ばかりだった。しかし、その壁を一つ一つ乗り越える度に、教員
としての自分の現状や、理想とする教師像が見えてきた。自分に
は何が足りないのか、逆に強みは何か、常に自分と向き合う日々
だった。そして、教師という職業の責任の重さを実感した。
今でも忘れられない出来事がある。それはある日のホームルー
ムでのこと、合唱コンクールを間近に控えた生徒たちに向けて、
私は緊張をほぐすおまじないを教えた。そしてコンクール当日、
ステージで歌い終えた生徒が私のもとへやって来て、笑顔でこう
言った。
「先生が教えてくれたおまじない、歌う前にやったよY」
この時の生徒の声、表情、今でも鮮明に覚えている。嬉しく思っ
たのも束の間、ゾッとした。教師が発する言葉の影響力の大きさ
を痛感したからである。自分が何気なく発した一言が生徒を傷付

けてしまうこともあるのだ。
「先生」と呼ばれることの責任が本
当の意味で分かった気がした。
「先生」として過ごした₁か月間、平均睡眠時間は₃時間、正
直に言えば過酷な日々だった。しかし、失敗から様々なことを学
び、自分を知り、成長した日々でもあった。
また、教育実習や教員採用セミナーで出会った仲間たちも私を
成長させてくれた。教育について意見を交わし、時間を忘れて議
論することもあった。そこから新しい視点を得て、自分の考えを
発展させることができた。そして何よりも、人と関わることの素
晴らしさを感じた。教員もチームワークが大切な仕事である。共
に考え、悩み、語り合った仲間たちは、今後の私にとってかけが
えのない財産となるだろう。
教師になるという夢が実現した今思うことは、学び続けること
の大切さである。私は研究室での活動を通して現場の先生方と関
わる機会が多く、忙しい日々の中でも学び続ける先輩方の姿を間
近で見ることができた。その姿は、内面から輝きを放っていた。
学ぶためには人との関わりが不可欠だ。人との出会いを大切にし
ながら、学び続け、子どもたちに豊かな学びを与えられる教師に
なりたい。

教育で岩手を元気にY
中 村
健
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
数学サブコース 平成26年度卒業）
「私は岩手の教員になる。そして、岩手を元気にする。
」
これが大学₄年間、胸に誓い続けた思いである。
以前、私は地元に対するこだわりはなかった。きっかけは入学
直前の東日本大震災だった。当時、津波による被害が各メディア
で報じられ、
「岩手がめちゃくちゃになってしまうのではないか」
という恐怖があった。それから、岩手のために何かしたいという
気持ちが芽生えた。しかし、入学したての不慣れな環境もあり、
復興のために何もできていない自分を情けなく思っていた。
大学₁年の冬、宮古市田老の中学₃年生学習支援ボランティア
に行く機会があった。学校は海岸沿いにあり、校舎の一階は津波
の浸水のため使われていなかった。周辺には基礎だけの住宅地や
鉄骨がむき出しの建物があり、予想以上の被害を目の前にし
ショックは大きかった。何よりも印象的だったのは、教室に入っ
た際に生徒の表情が暗かったことや教室の空席が多いことだっ
た。当時₁年生の私が指導できることは少なく、
完全に力不足だっ
たと思う。しかし、
「合格したい」という生徒の気持ちに本気で
向きあった。日を追うごとに生徒から「わかった」という声が増
えていき、生徒の表情は明るくなっていった。高校でやりたいこ
とや将来の夢について生徒と話す度に「この子達が間違いなく岩

手の将来を支えてくれる」ことを確信した。
その年の夏、盛岡で忘れられない再会があった。
「先生Y」と
呼ばれて振り向くとその田老の生徒がいた。話を聞くと志望校に
合格し、大好きなサッカーを高校でも続け、部活に行く途中だっ
たらしい。暗い表情は一切なく彼は輝いていた。
「岩手大学に入っ
て先生になりたい」という夢を語ってくれた。嬉しさと達成感が
込み上げた。同時に、教員が与える影響力と責任の重さを実感し
た。
その後、大学₄年間で私が心掛けたことは、生徒に多くのこと
を伝えられるよう、その分多くの経験をしようということであっ
た。専門である数学のみならず、情報と家庭科の免許も取得した。
部活動は硬式野球部に所属し₄年間やりきった。世界レベルの教
育を学ぶためにフィンランドへ教育施設見学にも行った。教授や
友人、様々な出会いを大切にした。本も読んだ。バイトもした。
結果的にその出会いや経験が大学₄年間のかけがえのない宝物と
なった。一生付き合っていきたい仲間もできた。
来春から高校数学の教員として教壇に立つ。今でも夢は変わら
ない。教育で岩手を元気にする。
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きゃんぱすだより●

その瞬間のために、今
林
澪
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
家庭サブコース 平成26年度卒業）
何も咲かない寒い日は 下へ下へと根を伸ばせ
やがて大きな花が咲く
中学一年生の時に出会った、私の大好きな言葉だ。この大学₄
年間を思い返すと、まさにそんな日々が続いていたように思う。
学生生活の中心にあった、陸上競技部での活動。これまでとは
違い、全てにおいて自己管理が求められるものだった。環境の変
化に戸惑い、練習を積み重ねても思い通りにいかない。そんな日々
が続き自分を甘やかしてしまい、そんな自分に嫌気がさして涙を
流した時もあった。でも、ありのままの自分を受け入れること、
そして仲間の存在に支えられ、心から陸上競技を楽しむことがで
きるようになった。トップレベルの選手が数多く在籍する部の中
で、様々な価値観を持った人たちと出会い、自分の視野も広げる
ことができた。たとえ上手くいかなくても、一つのことに一生懸
命向き合うことの大切さ、その中で培われるものは、自分の一生
の財産になると思う。結果第一、陸上競技に限らずこれが常に求
められる場面はこの先もあるだろう。でも、その過程でどれだけ
の努力をしたか、当たり前のことが当たり前にできるか、周囲に
感謝の心を持てるか、そういったことを実践できる人が誰からも
応援される、必要とされる人間になれるのかもしれない。

この人間性を高める、決して容易なことではないが、そのため
に数多くの経験を積むことができた。教育学部生の一大イベント
である教育実習。右も左もわからず、不安だらけの状態で臨んだ
教壇実習は、
人生最大の山場だった。人前で話すのは大の苦手だっ
たが、とにかく自分の思いを届けようと、全力で取り組んだ。生
徒を理解しようと一人ひとりと向き合った。短い期間ではあった
が、教育というものを肌で感じ、生きた経験をすることができた。
実習の数日後、帰宅途中の生徒が「先生、こんにちは」と声を掛
けてくれた。配属学級の生徒で、なかなか心を開いてくれず、そ
れでも声を掛け続けていた生徒だった。その瞬間、心が震えた。
先生になりたいと改めて決心させてくれた出来事だった。
私の大学₄年間は、この言葉に支えられ、今やっとその花を咲
かせるチャンスを掴んだ。この先も暗い土の中でもがき続けるこ
とがあるかもしれない。でも、その中で自分を見失わず、どんな
逆境も経験の肥やしとしていきたい。ここまで自分を導いてくれ
た岩手の方々に恩返しがしたい。そしていつの日か、そんな花を
子どもたちに咲かせてやるのが、私の目標だ。

夢
熊

私にはもともと教員になりたいという気持ちが全くありません
でした。寧ろ、教員という仕事にネガティブな印象を抱き、教員
だけはやりたくないという気持ちのほうが強かったように思いま
す。
これまで私は、高校は「自宅から一番近い」「親からの勧め」
という理由で進学、大学も「担任からの勧め」「自分の学力レベ
ルに合っている」という理由で岩手大学に進学し、無難な人生を
歩んできました。大学卒業後の進路についても「どうにかどこか
の企業に就職できればいいや」という考えでいました。私は人生
において『夢』をもったことがなかったのです。私の所属は教育
学部ですが、教員になるつもりの無かった私にとって教職関連の
講義は卒業するための単位でしかなかったので、大学₃年生で行
く教育実習が嫌で仕方ありませんでした。
そして遂にやってきた教育実習。₁カ月間、実習を経験する中
で私の価値観はガラリと変わっていきました。人生で初めて「教
員になりたい」という『夢』を持つことになったのです。今まで
できなかったことができるようになったときの生徒たちのきらき
ら輝く瞳。嬉しい時は無邪気に笑い、悔しい時は涙を流す素直な

谷

聡

志
（岩手大学教育学部生涯教育課程
スポーツ教育コース ₃年）

心。こういったものに触れ、年齢では上であり立場的にも「先生」
と呼ばれる私がいつしか生徒たちと共に成長し続けていることを
実感したとき、学校とはなんて素晴らしい場所だろうと思いまし
た。この先もずっと教育の現場で生徒と関わり生きていきたいと
いう強い意志が芽生えました。
一方実習中には大変なことや辛いこともありました。しかし、
生徒がどんな困難も吹き飛ばす元気を与えてくれたおかげで乗り
越えることが出来ました。辛いときに誰かが支えとなって力をく
れることがどれだけ有難いことか、このとき強く感じました。同
時に私もそのような存在でありたいと思いました。誰もが生きて
いく中で、つまずき、転んでしまうことはあると思います。その
ようなときに、一人で立ち上がり再び歩き始めることが出来る人
がいれば、なかなか立ち上がることが出来ない人もいます。その
ような生徒と出会ったときに立ち上がるための力を貸し、歩き始
めるために背中を押してあげられる、私はそんな教員になりたい
です。
以上のような『夢』実現のため、残り僅かな大学生活を全力で
過ごしていきます。
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［思い出］─ 退官される先生方から ─

おもいで●

れました。学生定員の削減もあり、国文学の補強はなく、
卒論で国文学希望の学生、さらに、大学院の院生も指導
することになりました。ただ、そのことを負担に感じる

お世話になった教育学部の先生方₃名がこの

よりは、そのことで知的な世界の広がりを学生・院生と

₃月に退任されます。

共有できることに面白みを感じました。国語科では、研
究室所属の学生数の上限を設けた時期もありましたが、
教員が指導を負担と感じないならば上限を設けないこと
を提案したことで、この10年、所属学生が平均14 ～ 15
名という事態になりました。生涯教育課程の学生には、
卒論テーマを国文学という範囲に限定せず日本文化にま

思い出は学生とともに

で広げたことで、多種多様なテーマが持ち込まれ、それ
を卒論の形に持っていくことに格闘したことも、いい思

国語教育科

中

村

一

い出です。おそらく、この35年間で400名を超す学生が、

基

研究室から巣立って行ったと思いますが、みんなが、そ
れぞれの場所で、いい人生を送っていることを切に願う
岩手大学には1980年に助手として赴任、その後35年間

ばかりです。

お世話になりました。思い出は多くありますが、今思え
ば、初めの頃の講義・演習を思い出すと脂汗、冷汗もの
ばかりです。助手にも研究室があり、母校の院生室の狭

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

さに慣れていたため、始めはその広さに落ちつかない
日々でした。赴任当時は、国文学担当の₂名の先輩教員
が「古代・平安時代」と「近代・現代」を担当していま

ユリノキのこと

したので、
「中世・近世」の文学を担当することになり
ました。₂、₃年たって講師となり卒論の学生を抱える

家政科

ことになり、試行錯誤しながら指導を始めました。中村

武

田

京

子

研究室の草創期とも言うべき時代、研究室でのコンパで、
学生が持参した「ホヤの三陸漬け」で盛り上がり、翌朝、
酒臭い研究室の窓を全開して空気を入れ替えたり、今で

昭和56年₆月₁日に家政科助手として着任し、34年が

は顰蹙物ですが、時に、研究室のテーブルでミニ卓球を

たちました。思い返せばあっという間ですが、人生の半

したり、自由な空気を満喫する一方、講義・演習の幅を

分以上を盛岡で過ごしたこと、たくさんの学生さんや教

広げるために、中世の御伽草子や近世の怪異小説にも目

職員の方々と出合えたことに感謝しております。長い月

を通し、専門とは別に、自分の知的な嗜好性を発見して

日を支えてくれたものは、キャンパスの自然の豊かさで

行ったのも、この時代でした。まだ、パソコンどころか

はないかと思います。

ワープロもなく、原稿作成にペンダコをつくり、共著で

大学には、ハンカチの木やナンジャモンジャなど、近

したが専門書が出せ、恩師への恩返しが少し出来てホッ

隣の学外者がわざわざ鑑賞にくる木がありますが、教育

としたのも、学部で富士通のワープロのデモンストレー

学部自然観察園の中にも、忘れられない木々があります。

ションがあり、
「挿入・削除」機能に感動して購入した

梅雨時に枝の先から房状に香り高い白い房を咲かせる

のもこの時代でした。40代になり、研究室所属の学生も

エゴノキは、東京の家の近くにもあり、仲間を見つけた

次第に増え、講義・演習の幅も広がって行った頃、国文

ような感じがしました。夏に白い花弁の花が咲き、緑か

学担当の₂名の先輩教員が、立て続けに他大学に転出さ

ら赤へとがくの色が変わり、中に青い色の果実ができる
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授業では毎時間これを持ち込み、生徒より自分が先に楽

クサギの木もあります。
ある年、足元に不思議な形をしたものがあるのに気付

しんでおりました。お蔭で物理の選択者が一番多く何故

きました。バルサ材で細工をした、花芯の長い花のよう

かその生徒達の進学率が突出していて不思議がられまし

なものです。見上げると、葉を落としたすらりとした木

た。どうも「上質な科学実験は魂の栄養」になるようで、

には、花のようなものがついていました。翌年の初夏、

子ども達に夢と希望が育ち我慢強さと自主性を向上させ

その木には直径₆センチくらいの薄緑色をしたチューリ

るのです。そこで私は、ここ岩手でも、学生に理科のび

ップのような花が満開になっていました、付け根のほう

っくり実験の楽しさを伝えることに主眼を置きました。

はオレンジ色になっています。下のほうの枝にも咲いて

幸い利口で賢明な学生が多かったために評判も上々でし

いたので中をのぞくと円錐形をしためしべの周りにたく

た。これらの学生、いずれ、小学校・中学校で理科を教

さんのおしべが囲んでおり、透明な液体がたまっていま

えねばなりません。そこでは、発達段階に応じて優しく

した。朝露がたまったものなのかと思いましたが、花蜜

細かく砕いて教えるために、少し厳密性がずれて感覚的

だということが後からわかりました。
「ユリノキ」とい

にならざるを得ません。

う名前を知ったのもその頃でした。花が散った後、めし

私は教育活動も他の社会現象と同じく、ローリスク・

べはうろこが重なった、まつかさのような形になります。

ローリターンの原則に従うと思います。リスクを最小に

完熟すると乾燥して褐色になり、翼果となって散ってい

して厳密にやろうとすると、難しくなって面白くもなく

きます。私が、見つけたものはめしべの一番外側だけを

子どもにそっぽを向かれ得るもの（リターン）が少なく

残したものだったようです。形をとどめているものを探

なるという訳です。したがって、少しその逆のハイリス

して持ち帰りましたが、時間をお

ク・ハイリターンの原則に委ね、厳密性だけに捕らわれ

くと乾燥してしまい、バラバラに

ず楽しさを伝えることに主眼を置くと「好きには無限の

なってしまいました。数年後、
「瞬

可能性あり」で、想像以上に子どもはやる気を出して結

間接着剤を注入してみたらよい」

果的に伸びてくれるものです。したがって、少しくらい

と気付いて、探しに行ったときに

の厳密性の乏しさは、必ず上級学年上級学校で修正され

は、跡形なく伐採されてしまって

ていくので、卒業生は失敗を恐れず、伸び伸び楽しい理

いました。切株は、総合教育棟か

科を多くの子どもに一杯教えてほしいのです。
他に、私は大学だけの研究だけでなくこの流れに沿っ

ら実践センターへ続くところに残

て、遊園地は巨大な科学館だという認識で岩手の子ども

っています。

を遊園地に毎年集めて「度胸とサイエンスの心」を育て
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

る青空科学教室も実施しました。大震災後は被災地の子
どもも招待し参加者は1500人を超え、多くの希望の種を
蒔くことができました。さらに、身近なスポーツ動作に
おいて、不可解とされる上達の理論を「学校の理科で学
ぶ物理用語とびっくり物理実験で簡単に楽しく分る」方

ビックリ実験で岩手の明日を拓く !

法を開発していくつも本にしました。
これら、いずれも成果はまだまだですが、ここ岩手か

理科教育科

八

木

一

正

らこの種の科学の楽しさが世界に広がっていくことを期
して今春静かに岩手を去ります。これまで大変お世話に
なり有難う御座いました。心より感謝申し上げます。

岩手大学14年間お世話になりました。ここに来る前は
東京都で高校物理の教員をして後輩の物理実験タレント
“米村でんじろう”らとびっくり実験を競っていました。
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［事務局だより］

森林に関する技術職人も減っており、子供から大人ま
でを啓蒙のための大小の活動が紹介されました。
上記フォーラムには、同窓会からも出席し、当日配布

平成26年度の北桐会は、₆月に評議員会が開催され、

された資料は、事務局にあります。我が同窓会が細々と

会務の報告と事業計画・会計等承認されました。常任理

続けてきた分収林の維持管理も29年経って、森林づくり

事会を中心に会務の具体的計画を進めております。

の中心に位置づけられるようになりました。

現在16支部があり、総会等の報告が寄せられています。

以上

昨年第₇回卒業生・修了生と学長の懇談会が大阪で開催
され、北桐会の会員の皆様にも参加いただきました。本

連絡とお願い

部常任理事と学部長との懇親会の時に関西支部創設の話

○本年度の卒業生や住所変更・改姓の会員及び会報の届

が出され、現在検討をしていただいております。17箇所

いていない会員等の紹介は、本誌折り込こみはがきを

目の支部が発足いたしましたら、改めてご報告させてい

利用して必ず事務局へご連絡下さい。

ただきます。

○恩師や会員のご不幸には弔電をお届けすることになっ

北桐会事業「事業の継承・発展」の中に植樹事業があ

ております。もし訃報が入りましたら出来るだけ速や

ります。およそ30年を迎えるにあたり、長年この事業の
中心的役割を果たされている武田豊蔵元会長に投稿をお

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

願いいたしました。

した会員の皆様に厚く感謝申しあげますとともに、何

営林署と分収林契約を結んだ（1984、昭和60）頃は建
築用材林としても薪炭用材林としても省みられない時代

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

でした。営林署に対する国の予算も、どんどん減り、国
有林の手入れはままならず、森林は荒れ放題で、私有林

会連合会報をご覧下さい。
○お知らせ

も似たような状況でした。

第₈回卒業生・修了生と学長との懇談会

本来森林には木材利用の他、動植物から、微細な菌類
の住み処、水源涵養（雨水の浄化）
、洪水調整（土砂崩
れ防止）
、大気中の酸素の供給など、多面的に機能があ
ります。古くからの伝統的な森林経営管理は、このよう
な多面的な機能が巧みに維持されていました。
ところが、高度経済成長期（1960 ～ 1980）は産業の
工業重視に傾斜し、農林業から資材労働力を惜しみなく
剥ぎ取り、中でも、林業のそれは甚だしく森林は年ごと
に荒廃を来たし、その多面的な機能は危機的なまでにう
しなわれ、社会問題となりました。
（水不足、災害、大気
汚染など多発）
。
10年ほど前、忘れられていた森林に国民の目が向き、
自治体（県）毎に「森林税」で守ろうとの考え方が一般
化し、岩手県も県民税に均等割で1,000円を徴収してき
ました。別枠予算として、運営委員会を組織し、目的に
沿った運用（ハードだけでなくソフト面にも配慮）をし
てきました。一つの目途として10年になるH27.₁「森林
づくりフォーラム」を岩手日報社主催で開催しました。
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日時：平成27年₇月25日（土）
会場：ホテル福島グリーンパレス
（福島市太田町13番53号）
（藁谷）

編集後記
おかげさまで「北桐」54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。
今回の特集は
「2016

希望郷いわて国体に向けて」でした。いよいよ次年度に迫っ

た今、子どもたちに期待すること、現在取り組んでいることなどをそれぞれ携わっ
ている方々から国体に向けての思いを寄稿いただきました。国体の歴史を紐解い
てみますと、以前岩手県で国体が行われたのは1970年。岩手県営運動公園はその国
体で会場となりました。私もこの近くで過ごしていた時期がございましたが、当
時と比較すると周囲の景観はどんどん移り変わり、時の流れを感じさせます。来
年はここを会場として、大歓声の中で競技が行われることでしょう。その点に関
しては昔とさほど変わらないのではないかという思いもあります。
「人」の思いが
こういった大会を形作っていくものであり、また、受け継がれていくものでもあ
ると思います。
「広げよう

感動。伝えよう

感謝。」が今回のスローガン。国体が

岩手県の発展を担う大きな節目となることを期待し、大成功を祈念しております。
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。
（裕）

北
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