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［巻頭言］

かんとうげん●

ひろげよう

北桐の友

組織の輪

岩手大学教育学部同窓会（北桐会）
盛岡支部会長

富

谷

行

雄

■盛岡支部の歴史と主な活動

の作成）の開催。23年度「東日本大震災救援募金」に取

［歴史］平成₃年₉月24日に、谷地章初代会長さんを中

組み、会員の皆様からの募金を「岩手の学び希望基金」

心として『卒業後も親睦の集いを持って旧交を温め、先

に全額寄付しました。25年度「北桐会本部60周年記念事

輩・後 輩 諸 氏 の た め、 学 部 の 発 展 の た め に 役 立 つ こ

業」に多くの盛岡支部会員が携わりました。

と』を趣旨に、
「盛岡支部」が結成されました。
結成当初の盛岡支部は、盛岡市・都南村・矢巾町・紫

■『ほくとう』をキャッチフレーズとして
木村幸治氏の会長退任に伴い、第六代会長に私が就任

波町・滝沢村・雫石町・玉山村・西根町・松尾村・岩手
町・葛巻町・安代町の12市町村の地域に居住又は勤務す

すると共に、副会長・事務局も一気に若返りました。
盛岡支部の活動は、

る同窓の仲間を会員として活動しました。

ほ：本部と連携し

主な活動は、
①「会則の制定」

く：工夫・創造を積み重ね

②「役員会」

と：同窓の仲間と共に

③「評議員会」
「記念講演」「親睦会」

う：生まれ、または、育てられた地域の教育の向上
と文化の発展に寄与する

④「会報の発行」 等でした。
会費は、入会の際に1000円納入するものとし、経費は

ことと捉えております。
先ず最初に取り組んだことは、毎年１回発行している

入会金・本部からの補助金・寄付金をもってあてたので

「会報」の配布方法についてでした。地区長さんの主な

すが、遣り繰りが大変だったようです。

役割は「地区の会員の掌握」と「会報の配布」ですが、
「会

平成26年度までの会長は次の方々です。
章（平成３〜５年度）氏

報の配布」が大きな負担になっております。本年度の会

人（平成６〜８年度）氏

報（第25号）においても、「地区だより」に声が寄せら

藤

弘（平成９〜 13年度）氏

れました。そこで、15年度から開始した「会報発行協力

第四代

太田原

弘（平成14 〜 22年度）氏

金（₁口500円）」を有効に利用することを考えました。

第五代

木

治（平成23 〜 26年度）氏

₉月に開催された「役員会」で協議し、「地区長会議」

初

代

谷

地

第二代

佐

藤

第三代

加

村

安

幸

［主な活動］平成７年度に菊池凡夫氏・中野和雄氏の尽

で提案して、本年度より「会報」は郵送により会員に配

力により「地区名簿」を作成する。平成13年₉月24日に

布することになりました。（事務局長が郵便局と協議し

「北桐会盛岡支部結成10周年記念大会」
（式典、記念講演、

て、何通以上ならば安価になることを教えて頂きまし

懇親・交流会、記念誌の作成）を開催して、10年の活動

た。）これにより、長い期間の懸案事項が改善の方向に

を総括すると共に、旧交を温め合いました。平成14年度

動き出しました。

「岩手の教育と岩手大学教育学部との関わりを考える会」
を本部と連携して遂行（
「北桐会盛岡支部結成20周年記

■盛岡支部結成時の心を大切に
盛岡支部の初代会長の谷地章氏の作品に

念誌」を参照）
。平成15年度「会報発行協力金（₁口500

「ひろげよう

円）
」の依頼を開始。平成22年度「北桐会盛岡支部結成
20周年記念大会」
（式典、記念講演、記念祝賀会、記念誌

北桐の友

組織の輪」 という句があ

りました。この心をいつまでも持ち続けたい。

─１─

［特集］
今春、岩手大学に教職大学院が
開設されます！
教育学部

副学部長

遠

孝

藤

夫

同窓会の皆様には、日頃よりご支援とご協力を賜りま

ンセリングの理論と実践｣ などの10科目が必修となりま

して、厚くお礼申し上げます。お陰様で、平成28年４月

す。また、院生各自の学修ニーズに応じて、専門的力量

から、岩手大学に教員養成のための専門職大学院である

をさらに深化できるようにするため、「学校マネジメン

教職大学院が開設されます。教職大学院では、これから

ト力開発プログラム」、「授業力開発プログラム」、「子ど

の学校教育をリードする専門的力量を備えた管理職及び

も支援力開発プログラム」、「特別支援教育力開発プログ

ミドルリーダー教員と、新しい学校づくりの有力な担い

ラム」のどれかを選択履修できるようにしています。さ

手となる新人教員を養成します。以下では、この新設さ

らに、教職大学院では２年間で10単位の実習が義務づけ

れる岩手大学教職大学院の概要及び特色を、①組織・教

られ、具体的には「学校マネジメント力開発実習」、「授

員体制、②教育課程、③院生の修学支援に分けて説明し

業力開発実習」、「子ども支援力開発実習」という３種類

ます。

の実習が計画されています。こうした実習を通して得ら

まず、組織・教員体制について。これまでの教育学研

れる実践知と理論知とを往還・融合させて、教育課題の

究科は、
学校教育実践専攻（定員12名）と教科教育専攻（定

解決に資する高度な実践的力量を育成するため、「リフ

員20名）の２専攻でしたが、平成28年度からは教職実践

レクション科目」も２年間を通しての必修科目となりま

専攻という１専攻だけの組織となります。この教職実践

す。加えて、こうした授業科目は、原則として研究者教

専攻がいわゆる教職大学院で、この大学院は、従来の研

員と実務家教員のチーム・ティーチング方式で運営され

究者養成に主眼が置かれた修士課程とは異なり、法科大

ることも、教職大学院の大きな特色です。なお、教職大

学院などと同様に高度専門職業人養成を目的とする専門

学院の修了者には専修免許状が授与され、所定の単位履

職学位課程となります。修了者の学位も、これまでの「修

修により学校心理士の受験資格も取得することができま

士（教育学）
」から「教職修士（専門職）」と変わります。

す。

入学定員16名のうち、８名は岩手県教育委員会から研修

最後に院生の修学支援について。岩手県教員採用試験

扱いで派遣される現職教員(現職院生）
、残り８名は学部

の合格者は、２年間の名簿登載機関が延長される特例が

から進学してくる学卒院生となります。院生を指導する

みとめられています。また、学卒院生のために岩手大学

教員組織も大きく変わります。これまでは、約80名の学

独自の奨学金貸与制度を創設し、岩手県の教員に採用さ

部教員が同時に教育学研究科の教員も兼務していました

れた場合には返還を免除します。現職院生には、岩手県

が、教職大学院では「研究者教員」
（８名）と学校現場

教育委員会とも連携・協力して、授業力及び授業料の軽

での豊富な教育実践経験を有する「実務家教員」（７名）

減措置を講じます。
以上のような教職大学院が、いよいよスタートします。

の計15名が専任教員となり、それに学部教育を中心に担
う約30名の教員が兼担教員として協力する体制となりま

岩手大学教育学部は、この教職大学院を拠点として、岩

す。

手県をはじめとする地域の学校教育の発展に、これまで

次に教育課程について。これからのスクールリーダー
には、学校の教育活動全体を俯瞰する総合的力量が必要

以上に貢献して行きます。同窓会の皆様方には、益々の
ご支援とご協力をお願い申し上げます。

であることから、
「学校経営の実践と課題」
、
「学校カウ

─２─

とくしゅう●

教育学部「改組」（学部再編）の行方
教育学部長

新

妻

二

男

教育学部同窓会の皆様方には、日頃から学部の教育研

に沿って教育学部も準備を急いだという経緯がありま

究活動に対し、厚く（熱く）ご支援いただいております

す。結果としては、全学部の「改組」は間に合ったもの

ことに心より感謝申し上げます。

の、教育学研究科の「改組」（教職大学院の設置）以外

以下に、教育学部の「改組」をめぐるこれまでの動向

の大学院「改組」は2017年度以降に持ち越されることに
なりました。

と結果についてその概略を報告させて頂きます。

それでは以下に教育学部「改組」の具体的内容・特徴

今回の教育学部「改組」の本格的始動は、2013年末に
国が示した「大学改革実行プラン」に基づく国立大学の

について紹介させて頂きます。
学部は教員養成課程（学生定員は現行の160名を維持）

ミッション「再定義」にあると言わなければなりません。
「大学改革実行プラン」は国立大学の社会的ニーズ（例

だけで構成し、小学校教育、中学校教育、理数教育、特

えば、グローバルやイノベーション等）に応える自主的

別支援教育の４コース制を採用します。新課程（生涯教

改革が進んでいない（望めない）という判断の下、文

育課程と芸術文化課程）は廃止し、新課程に位置付いて

系・理系を問わずすべての教育・学問分野の再定義を行

いる美術・音楽・体育は教員養成課程の中学校教育コー

い、その再定義に基づいて大学・学部「改革」を行うと

スに組み入れ、課程認定以外の部分は人文社会学部の改

いうものです。
大学との協議を踏まえてとは言うものの、

組に位置づけることで、芸術・スポーツの分野の機能維

まぎれもなく上意下達の再定義であり、それに基づく大

持を図ることになります。なお、学部の卒業要件として

学「改革」であり、学部「改組」なのです。

複数の免許取得（小・中、中・中等）を義務づけている

教育学部（教員養成分野）の再定義の骨子は以下の３

だけでなく、教員養成の充実に資するために教育実習の

点に集約されます。一つは将来の教員需要や少子化を見

４年間のシステムや現代的・地域的教育課題に応えるた

通して教員養成規模の縮小と小学校教員養成への重点化

めのカリキュラム（ＩＣＴ教育や復興教育、複式教育等）

を図ること。二つめは将来的に新課程（本学部の場合、

等の整備を図っています。加えて、小学校教育コース所

生涯教育課程と芸術文化課程）を廃止すること。三つ目

属する学生は入学後13のサブコース（従来の学科）に所

は既存の教育学研究科（学校教育実践専攻、教科教育専

属し、それぞれの専門性を深め、卒業研究に従事させる

攻）を「改組」
（二専攻の廃止）し、新たに教職実践専

体制を維持していきます。また、入試においては教員志

攻（教職大学院）を設置することです。この再定義に基

望の学生を確保するために推薦枠を増やすなど、卒業生

づいて学部では、学部・大学院の改組案の作成→全学的

の教員採用の受験率及び採用率の拡充を図ることにして

な検討・協議→文部科学省との協議（意見交換）という

います。（現在の受験率、採用率は全国の最低ライン））

サイクルを何度か繰り返すことで、2014年11月にようや

最後になりますが、「改組」以前の入学生（現在の在

く学部としての改組案の骨格が固まったという状況で

学生）には従来通りの教育システム、教育課程が適用さ

す。

れるものであり、何ら変更がないことを申し添えておき

その時点での岩手大学の改革方針は2016年度（第３期

ます。
同窓会の皆様には引き続き、ご指導・ご支援の程よろ

中期計画の開始年度）に全ての学部・大学院の「改組」
を実現し、スタートさせるというものであり、その方針

しくお願い申し上げます。

─３─

［桐の葉物語］
「何ができるのか。」
斉

藤

小学校教員として、講師経験も含めて５年目になろう

龍

一

告すると、とても喜んでいた。そして、昔を思い出し、

としている。職場では、勉強不足の世間知らずで、毎日

師範学校の校歌を歌い始めるのである。教師への憧れや

毎日走り回り苦闘しながらも、
「社会人になってからも

熱意を強く感じた。

うこんなに時間が経ったのか。
」と改めて思う。大学で
の楽しい時間も、今や思い出になってしまった。

そんな祖父がいる沿岸地域が大好きだった私は、大学
４年で教員採用試験に失敗し、沿岸で講師の仕事を探す

私の大学時代はとても充実していたと思う。今の自分

ことにした。その頃、東日本大震災が起こり、向こうは

があるのもそのときのお陰である。色々な人に出会い、

大変なことになっていた。小さいころ連れて行っても

たくさんのことを学んだ。

らった場所は跡形もなかった。しかし、沿岸で働くこと

一緒に研究室で学んだ同級生たち。夜遅くまで授業づ
くりや卒論の執筆をし、たくさんの文献を読んでいる姿

をあきらめなかった。大学の先生には、「君に何ができ
るのか。」と言われた。確かにそうである。

にいつも刺激を受けていた。

たくさんの不安を抱えつつ、１年目は大槌で講師を始

研究室の先生には、教師は基礎基本が大切であること

めた。案の定、何も分からず、失敗だらけだった。再度

を学んだ。先生の授業は、考えさせ、話させる。受講し

挑戦した教員採用試験も落ちてしまった。「君に何がで

ているだけで、授業の仕方を学ぶことができた。いつも

きるのか。」と言われたことを思い出した。

「国語科」を意識して研究していらっしゃる姿も、教材
研究の大切さを、身をもって教えてくれていたのだ。

その年の11月、祖父は誕生日を迎えたその日に亡く
なった。教諭になった姿を見せることができなかった悔

吹奏楽部の仲間たちにも楽しい思い出をもらった。私

しさがこみ上げた。
「君に何ができるのか。」

は楽譜どおりに演奏することに反発し、まったくのアド

次の年、陸前高田市で講師をした。この時はストイッ

リブで吹いていても、彼らは笑って褒めてくれた。音楽

クに生活した。常に勉強し、体も鍛えた。子どもたちと

の楽しさを知ったのはその時だった。私は、人前で演奏

も全力で学習し、遊んだ。いつも外で鬼ごっこかドッヂ

することが好きになった。その頃から、生き方や性格も

ボールをした。とにかく子どもと関わり、ほぼ全校生徒

変わってきた。高校から知っている後輩には、
「変わりま

と交流できたことは、とても良い経験だった。これは、
教員採用試験２次試験の面接に生かされた。「～な児童

したね。大学デビューですね。」と言われた。
そんな楽しい大学生活だったが、進路はどうするのか
悩んだ。しかし、唯一心にあったのは「沿岸で働く。」

がいます。あなたはどう対応しますか。」という質問は、
「あ～、あの子に近いな。」と考え、迷いなく答えること
ができた。そして、教員採用試験に合格した私は、祖父

という想いである。
母親は、山田町出身である。私は幼いころ、よく母の

の１周忌に、墓前で手を合わせ、報告をした。

実家に預けられていた。祖父には、よく遊んでもらい、

「君に何ができるのか。」という言葉は今でもよく思い

叱ってもらい、本もたくさん読み聞かせてくれた。祖父

出す。「何もできないのだろう。」という意味に捉えてい

に絵本の「クレヨンしんちゃん」を読ませたことは、未

たが、私は今、「何をすべきか考えろ。」と捉えている。

だに親戚一同語り草である。もちろん昔話もたくさん教

今は釜石市で働いている。子どもたちはとにかく面白い。

えてくれた。私も読み聞かせが好きになった。

かわいい。そんな子どもたちに、私は何ができるのか。

祖父は、もともと教員だった。しかし、家計を支える
ために２年間でやめ、当時収入が多かった林業をした。

（平成23年度・学校教育教員養成課程 小学校コース国語サブコース 卒業）

私が大学生になり、「教育学部に入った。」と祖父に報

─４─
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原点に帰す
佐

藤

教育現場にいると、様々な生徒達との出会いがある。

真

里

て、そのことが物事の考え方や捉え方、友人との関わり

十代の多感な時期であり、子供と大人の狭間で葛藤しな

方、現代の若者が直面しているコミュニケーションの取

がらも自分なりに学校生活を送る生徒達と接することの

り方の問題にも繋がっているという事実に気づくことが

難しさ、教育するということの難しさに常に直面する。

できる。教育とは、人を教え育てるとは本当に難しい。

一人の人間が成長するには、育った環境、関わった人々

もしかすると、生徒を教え育てるのではなく、その生徒

が重要になってくる。全ての環境要因が一人の人間に影

の成長を陰ながら見守り、その生徒が助けを必要として

響を与え、今を成立させている。したがって、高校生と

いる時に手助けする、それを見極める能力が教師には求

いう一人の人間の３年間に自分がどのように関わり、よ

められているのかもしれない。

り良い将来へと導くことができるのか、その難しさを

大学時代は、本当に多くのことを学んだ。理科という

日々痛感している。また、理科という学問を教えること

学問だけでなく、発達心理、特別支援、教職の全ての勉

の難しさも同様である。高度な内容の教科書を前に、よ

強が必要不可欠であり、現代の多様化する生徒との関わ

り理解しやすい授業方法を模索しつつも、個々に応じた

り方に活かされている。理科の世界では、物質をよく観

指導方法が大切であると感じる。なぜなら、その生徒が

察することで、その物質がもつ性質、性質を活かした利

小学、中学時代にどのような教育を受け、どのような概

用方法がある。その物質が一番輝けるような環境要因を

念形成を行い、どのような思考で勉強をしてきたのか、

準備することが大切なのである。人間も同じように、毎

その結果が高校の学力に表れるからである。関わる時期

日顔を合わせていると普段と違う時に気づく。生徒の学

が短い分、短い時間でどれだけのことを教え、進路達成

習がはかどらない時は、学習以外の部分に問題を抱えて

へと導くことができるのか、自分にできることは何なの

いる時がある。そのような時は、心理学的な部分を考慮

かが課題であると感じている。そのような時に振り返る

した上での接し方、教科の学習から外れた指導が必要に

のが、大学時代に学んだ様々な知識であり、仲間と過ご

なってくる。その生徒に合った、その生徒が受け入れや

した貴重な時間である。

すい声かけを行うことも必要である。それを見極め、ど

高等学校の理科は、教科の専門性が高く、教育学部で

のように導けばその生徒が成長でき、適性に合った将来

広く浅く学んだ自分にとっては難しい部分が多い。しか

へと繋げることができるのか。教育の世界に入る時、人

し、教育学部の理科だからこそ学べたことも多い。例え

はどのようにすれば苦手を克服することができるのかを

ば、物化生地と理科教育学の５つの分野を学ぶことで、

必死で考えていた。しかし、今はその人の長所や得意な

より理科という分野を系統的に学ぶことができた。例と

部分を活かしそれを伸ばすこと、一人の人間の性質を

して、生物という分野を深く理解するためには、化学等、

しっかりと見極め、より可能性が広がる人生へと歩む手

他分野の視点も必要になってくることが挙げられる。何

助けをすることが、教師の役割なのかもしれないと考え

か１つの分野を深めるためには、様々な視点に立ってそ

る。一人の人間の人生に関わり、影響を与える立場とし

の分野を見てみることが重要な時がある。生徒の理解力

てその責任は重い。迷いが生じたときは原点である学生

も同じである。何か１つの分野で躓いているのを見かけ

時代に立ち帰って、私自身が成長し、教育に携わりたい

ると、実は数学の知識が身についていなかったり、文章

と思う。

の読み取りである国語力が不足していたり、１つの教科
だけに問題があるわけではないことが見えてくる。そし

（平成22年度・学校教育教員養成課程中学校コース・理科

─５─

卒業）

［桐の葉物語］

自分探しの旅
小

原

聡

直

「人生何が起こるかわからない」最近このことを強く

ると考えることができるようになりました。「あきらめ

感じます。
大学在学中は、教員として数学指導やバスケッ

る」とは「やらないことを明らかにしてやめる」という

トボールの部活指導をしている姿をイメージし、実家の

ことであり、逆に自分が「本来すべきことを明らかにし

農業も継ぎ、出身地である花巻市で「農業と教員」の両

て他を捨て去る」ということです。自分が今一番やりた

立を目指して働く姿を思い描いていました。

いことに集中力と時間を注ぐことで、人生そのものを楽

あれから17年。あの頃に思い描いていた通りの人生か

しむこともできるからです。また、フリードリヒ・シラー

と言えば決してそうではありません。現在は一関勤務と

（1759 ～ 1805ドイツ詩人）は次のように語っています。

なり、片道約90㎞弱のドライブを楽しみながら紫波町か

「時」の歩みは三重である。

ら通っています。20代の頃に思い描いていた人生設計は

「未来」はためらいつつ近づき、

修正の連続となっています。

「現在」は矢のようにはやく飛び去り、
「過去」は永久に静かに立っている。

「日本の未来を創る子供達を育てる」教師という仕事
の意味を私はこのように捉えています。
「未来の日本や

過去から逃げることはできません。どんなに努力したと

世界を創造していく人材を世に送り出す」と考えれば、

しても過去は変えられないのです。しかし、未来を変え

これほど尊い仕事はありません。しかし、その一方で「子

ることはできます。自分が何を大切にし、何に時間を費

供達の持っている才能を引き出し、十分に伸ばすことが

やしたかによって未来は変わってくるのです。久慈中勤

できているのだろうか。
」と悩むこともあります。現在

務の際に出会った小林先生（現

まで４校で勤務してきましたが、どの学校でも「他の先

ていただいた次の言葉は、私の心の支えとなっていま

生方は、なぜあんなに仕事ができるのか。自分には到底

す。

追いつくことはできない…。
」とネガティブな思考に捕

心が変われば行動が変わる

らわれていました。
「自分に与えられた使命は何か・・・。」

行動が変われば習慣が変わる

そんなことを自問自答する日々が続いていました。

習慣が変われば人格が変わる

見前中副校長）に教え

人格が変われば運命が変わる

「金子みすゞさん」の「みんなちがって、みんないい」

運命が変われば人生が変わる

という言葉を知り、私の中で価値観が変わりました。他
人と比較して自分を評価することを繰り返し、自分自身

全ての始まりは自分の心です。人生は自分の心の持ち方

を見失っていた私にとって、自己肯定感がもてるように

によって大きく変わってくるのです。今までの人生を振

なったのは正にこの言葉でした。教師として完璧な自分

り返ると、困難な場面が数多くありました。しかし、私

を求めていましたが「自分は自分」と考えることによっ

は沢山の人に支えられ、この仕事を続けてくることがで

て、心にゆとりがもてるようになったのです。

き他と考えています。私にどんな力があり、何ができる

人間に平等に与えられているものの１つは時間です。
私達の時間には限りがあります。たくさんのことにチャ
レンジしたいと考えてはいますが、不器用で何をするに

かはまだまだ模索中ですが、私の人生に関わってくだ
さった皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、これからも
「自分探しの旅」を続けていきたいと考えています。

しても人より倍以上時間のかかる私にとっては、やりた
いことの全てにチャレンジすることは到底できません。
だから良い意味で「あきらめる」ということも必要であ

─６─

（平成10年度・教育学部・中学校教員養成課程数学科）

きりのはものがたり●

子供たちのために
細

田

岩手大学を卒業後、教職の道に進み２２年目を迎えま

多

聞

トの上に、学校にある全てのマットを方形に敷き詰め、

した。初任から二戸市立福岡小学校、軽米町立小軽米小

跳び箱を６台配置し、いよいよ発表が始まりました。予

学校、盛岡市立緑が丘小学校に勤務した後、教育行政に

定通り集団跳び箱・マットの演技を終え、組体操に入り

携わるようになって４年目となりました。これまでに多

ました。全員が順調に技を決めていく中、予想もしてい

くの子供たちと出会い、保護者、教職員等の皆様にお世

なかったところで、２人技を２回挑戦しても決められな

話になりながら、たくさんのことを勉強させていただき

いペアが出てきました。無理をしないことは事前に指導

ました。

していましたが、その子供たちは諦めずに挑戦したので

さて、
この度このような原稿依頼をいただいたことは、

す。会場がその姿を温かく見守るような雰囲気になった

これまでの自分を振り返るよい機会となりました。たく

ため、私のホイッスルの合図で次の技に進めることはで

さんの思い出の中には苦い体験が少なくはありません

きませんでした。しかし、３回目の挑戦も失敗し、いよ

が、教員としての充実感を味わうことができた瞬間も数

いよ追い詰められた中で４回目の挑戦となりました。も

多くありました。

うこれ以上は挑戦させられないと思い始めたとき、その

その中でも特に忘れられない思い出があります。それ

２人が見事に技を決め、会場から大きな拍手がわき起こ

は、久しぶりに６年生の担任をした年でした。下学年か

りました。そして、最後の大技も決まり、演技を終える

らあこがれられるような学年を目指して、様々なことに

ことができました。指揮台の上にいた私の目からは、自

取り組みました。とても印象深く残っていることの一つ

然に涙が溢れてきました。それまでの子供たちの努力と

に、運動会の表現種目があります。例年は組体操を中心

達成感を実感するとともに、この感動を一緒に味わえた

にした演技内容でしたが、体育における学習の成果を総

ことが深く私の心に刻まれました。

合的に発表する場として、表現要素のある運動領域の総

この後も子供たちは様々な児童会活動や学校行事、陸

合的な発表を仕組んでみました。ナレーションとＢＧＭ

上記録会等の各種大会などで成果をあげてくれました。

を効果的に入れ、リズムダンス、リズムなわ跳び、集団

卒業式では退場する姿に感極まり、この年２回目の涙を

跳び箱・マット、組体操をストーリー仕立てにつなげた

流してしまいました。

演技構成にしました。この子供たちだったらやり遂げら

この出会い以降、受けもったそれぞれの学年の実態に

れると思わせてくれるような子供たちでした。それでも

合わせながら、このような子供たちを育てられるように

はじめは取り組ませられているような姿も一部見え、失

指導にあたってきました。この子供たちは、私自身の目

敗も多く、内心、不安を感じたときもありました。しか

指す具体的な姿になりました。

し、限られた時間の中で、リーダーを中心に子供たち自

これからも10年後、20年後の岩手の復興を支える子供

身が見通しをもって主体的に取り組むようになってから

たちのために、先生方と一緒になって、岩手の教育に携

は、一体感が生まれ、想像以上の出来栄えとなりまし

わっていきたいと考えています。

た。
全く雨が降ることなどは考えもせず、当日を迎えまし
た。
見事に晴れ渡った空の下、フィールド内のブルーシー

─７─

（平成５年度・小学校教員養成課程 卒業）

［桐の葉物語］

今、改めて思うこと・・・
橋

場

昭和61年４月、岩泉町立安家中学校において教員人生
のスタートを切った。間もなく、北桐会事務局からの原
稿依頼があった。今回またその依頼を受け、二度目の登
場となった。保健体育科教師である私は、先輩方からど
んな時でも「返事はハイ」なのだと叩き込まれたせい
か、今回も渋々ではあったが、「返事はハイ」であった。
現在に至るまで、
「返事はハイ」の人生は悪くなく、む
しろ気に入っている。前回寄稿した内容は定かではない
が、多分教師の仕事が楽しくて仕方ないと綴ったに違い
ない。これは現在も変らぬ思いである。
当時の私にとっては、毎日が新鮮であり、様々な方か
ら機会あるごとにご指導をいただいた。
「報連相」や、
「教師の役割は五者（学者・役者・易者・芸者・医者）
であり、それ以上に人としての社会性が必要」などの教
えを乞い、上手いことを言うものだと感心しながら、少
しずつ身につけていった。現在は、
「報連相」の重要性
を当時以上に痛感している毎日である。
平成27年夏、久しぶりに安家を訪れる機会に恵まれ
た。初めて担任した教え子13名からの招きを受けたので
ある。数年前盛岡で杯を交わした際、
「次は先生が良け
れば、お盆に安家でやりましょう」の約束であった。ご
先祖様には申し訳なかったが、約束を果たすべく、一路
安家へと向かった。宴は地区活動センターの大広間を貸
し切り始まった。
「先生は行事の度に、いつもロッキー
のテーマ曲を流していた。３年間聴かされた・・・」など、
恥ずかしくもあり、懐かしくもあり、話題には事欠かな
かった。宿泊は教え子の実家、ご両親とも久しぶりに再
会し朝食を共にした。思い出は美しいものだと実感した。
駆け出し教員の自分は、知識や技術がまだまだ未熟で
はあったが、有り余るエネルギーで補っていた。こうし
て、教え子たちやお世話になった保護者や地域の方々と
の長い交流は、この仕事の醍醐味であると断言できる。
そういうことに喜びを感じる人は、間違いなくこの仕事
に向いている。これからも人に興味、好奇心をもち、
「人
が好き」と言い続けられる自分でありたい。
「人が好き」と書いたが、これには理由がある。私の
場合、人生の道標を得る機会は、書物より人に求めるこ

中

士

とが圧倒的に多いからだ。悩んだらまずは相談である。
その度ごとに、たくさんの教えをいただき、金言は数知
れない。その中でも、私がある職に就くに当たって踏み
出せないでいる時、当時の大先輩から、「（その仕事を）
できる能力のある人はたくさんいる。誰ができるかでは
なく、誰にやらせたいかだ。だから、あなたがやりなさ
い。」と言われた。強烈な印象が残っている。この言葉
はその後の自分の歩みを確実に後押ししてくれている。
このことに限らず、自分の今があるのは、多くの方が自
分の背中をそっと押してくださったり、支えたりしてい
ただいているお蔭だと思っている。ありがたいことであ
る。そういう方々に出会えた「縁」を感じ、つくづく「運」
のいい人間なのだと感じている。
現在私は奥州市立江刺南中学校でお世話になってい
る。空気が澄んでいる時には、学校脇からしっかりと岩
手山を望むことができる。江刺盛岡間は意外に近いのだ
と感じている。今の職は七者に例えられ、それは管理者・
指導者・経営者・監督者・指揮者・教師・相談役である。
現在、同僚を不安にさせない程度において日々修行中の
身であるが、まずは、よき相談者たる自分を確立し、同
僚一人一人のよき理解者、支援者でありたいと思ってい
る。
学校教育の成否は、教員の資質能力に負うところが極
めて大きい。「教育は人なり」と言われる所以である。
求められている資質は「仕事に対する強い情熱と使命
感」、「専門家としての確かな力量」、「総合的な人間力」
であり、そのような魅力ある教員を多く育てていくこと
が我々の使命でもある。
この４月から、息子も岩手の教員としての人生を歩み
出している。親の背中を見たかどうかは分からぬが、素
直に嬉しく思う。日々苦悩する毎日だとは思うが、それ
以上の喜び、楽しみを仕事の中に見出しながら、成長し
ていってもらいたい。私も若い教員をしっかりと育てな
がらも、まだまだ負けられぬという気概をもって歩んで
いきたい。

─８─

（昭和60年度・中学校教育養成課程・保健体育科 卒業）

きりのはものがたり●

人 生 賛 歌
三

船

この原稿の執筆依頼があった日（平成27年12月７日）。
岩手日報に「国立大学授業料―値上げは未来の芽摘む」
と題した論説が掲載されました。
「現在は年間53万5800
円であるが、今後さらに高くなるかもしれない。40年前
は３万6,000円だったが ～。」
40年前、1975年（昭和50年）
。まさに私が岩手大学に
入学した年であります。原稿依頼の日にこのような記事
が掲載され、思わずシンクロニシティを感じました。
大学では寮に入りました。北謳寮です。寮費は食費込
みで月5,000円だったと記憶しています。学費の半年ご
と１万8,000円と併せても、親への負担はかなり少ない
大学生活を送ることができたと思います。
寮では先輩と２人の相部屋でした。入学して初めての
試験を間近にしたある日、その先輩から「試験なんて、
勉強しなくて良いから」と言われました。田舎者の私は、
その言葉を真っ直ぐに受け止めてしまい、試験でさんざ
んな目に遭いました。このことは、
「人は自分の基準で
物事を判断しているのだ。
」という、その後の他人を見
る目、アドバイスを考えるきっかけとなったのを忘れま
せん。
アルバイトもいろいろ行いました。家庭教師、道路工
事の警備、スーパーカー（ランボルギーニ・カウンタッ
クなど数千万するスポーツカー）展示会の夜間警備（一
晩１万円でした）
、国鉄線路の補修工事・・・。
居酒屋でのアルバイトでは、お客さんに「内丸」に勤め
ている方がいらっしゃって、その方とカウンター越しに
大変懇意にさせていただきました。卒業してからは顔を
合わせることもなかったのですが、何十年ぶりかでその
方が上田にある某中学校長としてお会いする機会があり
ました。その際、私のことを覚えていて声をかけていた
だき、今でもおつきあいいただいています。

俊

光

か、多くの皆様に顔を覚えていただきました。
その後、教育現場や様々な場所で再会したり、覚えの
ない方から「先生の話を聞いていますよ。」などと声を
かけられたりなど、知らずに多くの方と繋がり、支えら
れていたと感じました。
これまで、伊達藩から南部藩。全校生徒13名から千数
百名の学校。毎朝バケツと火バサミを持ってタバコを
拾ったり、廊下を自転車やスケボーが走り、愛車にシャー
プペンシルで模様を描かれた学校。あるいは、１年間県
内無敗で県優勝、全国中学校柔道大会に出場した学校。
かと思えば運動公園で社会体育に携わり、さらに家庭や
自身に課題を抱える子どもと24時間過ごす児童自立支援
施設に勤めたり。そして８年間の単身赴任中には、野田
村で東日本大震災に遭遇しました。
今、40年前北謳寮の屋上から眺めた、岩手山の麓にあ
る雫石中学校に勤めながら、「人生何があるか分からな
いが、全てはつながっている。」そして、「全てはうまく
いく。」との思いを強くしています。
「人生賛歌」という歌があります。柔道部でいつも肩
を組み、歌った唄です。金田一芳美先生（私たちが最後
の担任でした）とも歌いました。年を取るにつれ、徐々
にこの唄の良さが心にしみてきました。いい唄です。

さて、一般教養課程の授業はそのほかの学科の方とも
一緒でしたし、放課後は体育館やグラウンドなどあちこ
ちに顔を出し、他の科や学部の同級生、先輩、後輩と一
緒に汗を流したり、いわゆる「飲みにケーション」をし
たりとか、
「有意義」に交流しました。そのおかげ（？）

─９─

どこかでほほえむ人もありょ／どこかで泣いて
る人もある／あの屋根の下／あの窓の部屋／いろ
んな人が生きている
どんなに時代が移ろうと／どんなに世代が変わ
ろうと／人の心は変わらない／悲しみに喜びに／
今日もみんな生きている
だけどだけど／これだけは言える／人生とはい
いものだ／いいものだ／（ららら・・・）
人生とはいいものだ
【作詞

森繁久彌

（昭和54年度

作曲

山本直純】

中学校課程・保健体育科

卒業）

［キャンパス便り］
考える
本 田 悠 人
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
英語サブコース ３年）
教育学部生の最大のイベントである教育実習を終えて、今思う
ことは、
『考える』ことの重要性です。
中学生の頃から、私には「英語教師になる」という夢がありま
した。中学校の英語の先生がとてもわかりやすく、いつしか「自
分もあんな風になりたいなぁ」と思うようになっていました。
その夢を叶えるために、岩手大学の教育学部に入学しました。
そして約２年半、教員に必要な力を身につけるために、様々な授
業を受けてきました。どの授業も教員を志している私たちを多方
面からサポートしてくれる素晴らしいものでした。しかし、私は
聞いているようで聞いていませんでした。いつも心のどこかでま
だまだ先の世界の話であり、自分には関係ないと思っていました。
そのため、
「なるほど」
「そうなんだ」
「へぇ～」という感想をも
つばかりで、
「自分だったらどうするか」
「自分はそのことに対し
てどう思うか」などと考えたりしませんでした。
『考える』こと
を怠ってきたのです。
そのことに気づき、
「このままではいけない」と思うきっかけ
になったのが、教育実習でした。
約１ヵ月間、子どもたちと生活を共にして、楽しいこと・うれ
しいこと・素敵なことをたくさん経験しました。でも、それと同

時に、目の前にいる子どもたちの成績、命、そして未来を預かっ
ているのだと思うと怖くもなりました。教師の肩にのしかかって
いる責任はとてつもなく重いのだと改めて感じました。教育実習
生だったら、なにかトラブルが起こったり、困ったりしても、担
任の先生にそれを伝えれば一応解決します。しかし、実際に教師
になったら、自分の力でどうにかしなければいけません。年齢や
経験に関係なく、一人のプロとして子どもたちと接することが求
められるからです。したがって、他の先生方との連携や指示はあ
るにせよ、自分で「どうするべきか」を考え、行動しなければな
りません。いつ何が起こるかわからない教育現場、
「こういうこ
とが起こったらこう対応する」
「こういう生徒にはこう対応する」
などよく考え、たくさんの引き出しを持っておくことが重要だと
強く思いました。
私は今、教育実習の経験を活かしつつ、教員採用試験に向けて、
勉強しています。また、ニュースを見たり、新聞を読んだりした
時には、自分の意見を持つようにし、なにか問題に遭遇した時に
は、対策を考えるようにしています。これからも『考える』こと
を大事にして日々の生活を送るようにしていきたいです。

今、すべきこと
伊 藤 知 基
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
国語サブコース ３年）
大学生活三年目も終盤に差し掛かろうとしている今、入学当時
は漠然としていた、
「岩手の教員になる」という夢の輪郭がはっ
きりしてきた。
学校の先生になりたいという夢を抱いたのは中学校３年生の
頃。それから時を経るごとにその夢は次第に大きくなり、はっき
りと目の前に見えてきた。教員採用試験を来年の夏に控える私が
今、すべきことは何か今一度考えてみたい。
私含め、教員を目指す３年生の多くは受験勉強を頑張っている。
だが、将来のことを考えると、受験勉強だけが今すべきことだと
は私にはどうしても思えない。確かに、採用試験で点数を取らな
ければ教員にはなれない。しかし、大学生のうちに、点を取るた
めの勉強しかしてこなかったらどうだろうか。新任１年目の春か
ら教育のプロとして扱われる教員に、その教育のスキルが身につ
いていなければ、それはもはや形だけの教員であり、その状態で
子どもたちの前に立ってよいのか疑問に思う。つまり、今すべき
ことは、そのスキルを身につけることだと私は考える。
もちろん、学生という身分であるため、現職の先生方のような、
多くの現場を経験し、培われてきたような熟練の技を身につける
ことは不可能である。しかし、できることはたくさんあるだろう。

授業創りの技、板書の字、専門科目の知識など、挙げればきりが
無いほどだ。また、現場の先生や子どもに学ぶ、現場を知るとい
う意味で、学校公開などの授業を見られる機会を大切にし、積極
的に活用することもまた必要なことであろう。教壇に立った時、
何も知らない、何もできないという状況にならないためにも、学
べることはできる限り学び、多くのことを吸収したい。
岩手大学で３年間学んできて改めて感じることは、教師の責任
の大きさだ。初心者もベテランも、一人の教師であること、そし
てその責任の大きさには変わりはないと思う。子どもたちにとっ
てもきっとそうなのではないだろうか。だからこそ、１年目から
一人前の教師として子どもたちの前に立てるよう、努力しなけれ
ばならない。
学生生活も残りわずかとなってきた。それは長い間抱いてきた
夢を叶える時が迫ってきたということだ。だからこそ今一度、今
すべきことを考え、あらゆることを学び、子どもたちに豊かな学
びを与えられるような一人前の教師を目指して精進していきた
い。
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きゃんぱすだより●

「教育の難しさ」
榊 原 春 花
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
教育実践学サブコース ３年）
「自分は将来何になりたいのか。
」３年生になり、いよいよ自分
の将来について、真剣に考えていかなければならなくなった時、
私は自分の将来への不安を抱えていた。教師になりたいのか、そ
れとも一般企業で働くのか。将来への見通しが持てなかった。３
年生の夏には、教育学部の学生のメインともいえる教育実習があ
る。この実習を通して、教員になろうという気持ちが強くなるの
だろうか、そんなことを考えながら附属小学校での四週間の教育
実習に臨んだ。
附属小学校での教育実習はとても充実したものであり、子ども
たちと触れ合う楽しさ、喜び、そして難しさというものを痛感し
た。授業をうまく進めることができず、
「授業をするのが怖い」
そう感じたこともある。しかし、今思えばその経験があったから
こそ、より真剣に取り組むことができ、自分自身が成長できたの
だと思う。自分が努力したことに応えるように子どもたちが真剣
に学習する喜びはとても大きく、子どもたちがかわいくて仕方が
なかった。子どもたちと触れ合い、自分自身も新しい発見があっ

たり、成長することができたりして、教師は素敵な職業だなとい
う思いは強くなった。
教育実習を終えて教師が素敵な職業だと思う一方で「自分は教
師として働いていけるのか」不安ばかりが大きくなった。教育実
習で教師のやりがいや楽しさを感じることができたが、教育の難
しさを強く感じたからである。大学が始まり、後期からは、もう
少し教育の世界に飛び込んでみようと思い、学習支援に参加して
みることにした。小学校の授業にサポートするような形で入らせ
ていただいて、教育実習の時とはまた違った学びも多く、自分の
視野が広がったと感じている。教育することの難しさはもちろん
だが、やはり学校現場で働いてみたいという気持ちが強くなった。
今は教師になれるよう勉強をしている。学べば学ぶほど教育の
難しさ、自分の知識不足などを痛感する日々であるが、共に勉強
する仲間とともに努力していきたい。残り一年間の学生生活を楽
しむとともに、自分を磨き、これからの教育について考えていき
たい。

充実の日々
熊

大学生活を振り返ると、４年間があっという間に感じられるほ
ど充実していました。そして、多くの人に支えられてここまでこ
られたように感じます。大学の先生方、教育実習校や学習支援校
の先生方および子供たち、さらには友人たちから多くのことを学
びました。
私は大学４年間、ラクロス部に所属し、活動をしてきました。
学業と部活動を両立させることは簡単なことではありません。正
直に言うと、何度も部活をやめたいと思うこともありました。大
学に入ってまで部活をやる必要はあるの？と友人に尋ねられたこ
ともあります。当初20人だった同学年の仲間も、４年生の時には
５人になっていました。しかし今、私はラクロスを続けてきてよ
かったと、心の底から思います。辛いことも悔しいことも楽しい
ことも、その瞬間を一緒に分かち合える仲間がいることの喜びに
気づくことが出来たからです。今年度、女子ラクロス部は東北地
区の大会で史上初の準優勝をすることができました。悔しくも優
勝には手が届きませんでしたが、今後の後輩たちの頑張りに期待
し、応援していきたいと思います。また、４年間共に邁進してき
た仲間に感謝したいです。
仲間と呼べる相手は、部活動の部員たち以外にもいました。そ

谷 由 実
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
教育実践サブコース 平成27年度卒業）

れは、教員になりたいという夢を一緒に追いかけてきた友人たち
です。特にも同じ教育実践サブコースに所属している友人たちと
は、多くの時間を過ごしてきました。３年生から４年生にかけて
の教員採用試験の勉強は、１人では乗り越えられなかったと思い
ます。切磋琢磨しながら自分たちの夢に向かって努力し続けたこ
の期間は、何ものにもかえられない時間でした。素敵な仲間たち
に出会えたこと、そして一緒に夢に向かって励めたことに感謝し
たいと思います。
４年間を通して、学習支援や教育実習等で様々な学校に行かせ
ていただく機会がありました。多くの子供たちや先生方と出会い、
教えることの難しさや教師という職業の魅力を知ることが出来ま
した。実際に体験することでしか感じられないことはたくさんあ
るのだということも実感しました。
私は、春から岩手県の小学校の教員になります。これまで教え
られる側だった自分が、４月からは教える側に立つことになり、
不安と期待で胸はいっぱいです。大学生活で学んできたこと、得
てきたものを生かし、子供たちの成長の支えとなれるように努力
していきたいと思います。
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［思い出］─ 退官される先生方から ─
す。草鞋は断熱性の高い稲藁でできているからこそ雪の
冷たさを感じないと言います。二足の草鞋にもそろそろ
雪解けの水がしみ込みそうです。草鞋をスニーカーに履

お世話になった教育学部の先生方４名がこの

き替えて、第二の人生を走り抜けたいと思います。

₃月に退任されます。

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

改組の連続だったセンターの思い出

二足の草鞋
〜家庭科教育と住居学と〜

教育実践総合センター
家政科

長

澤

大河原

清

由喜子
雨の振る1984（昭和59）年６月30日、つくば市から盛

昭和63年に岩手大学に赴任してから今年₃月で28年に

岡市に来た。開運橋を渡り、大沢川原の旅館についた。

なります。その間、お世話になった多くの教職員の皆さ

翌日教育学部に向かう途中、校舎の壊れた一角から馬が

まに改めて心から感謝したいと思います。前任校は、福

顔を出し歓迎してくれた。びっくりしたヒヒーン。農学

島にあるカトリック系の短大でした。短大では専門の住

部から出発したんだ。爾来、32年が経過して2016（平成

居学を中心に前後期合わせて計11種類の講義を担当し、

28）年３月末に停年退職を迎える。この間、優秀な先生

その中の一つに家庭科教育法が含まれていました。その

方と、優秀な学生諸君に恵まれ、研究と教育に専念する

程度で教員養成系の学部に採用されたのですから、その

ことができた。歴代のセンター長の先生方をはじめ、特

後の苦労は推して知るべしでしょう。採用面接の時に

にセンター専任教員の塚野先生には言葉では言い尽くせ

「住居学をアンカーにして家庭科教育を担当してくれま

ないほど大変お世話になりました。また、改組に伴い赴

すね？」と釘をさされました。手探りでの教育法の講義

任された立花先生と山本先生、そして事務職員と事務補

が続く中で、当時附属小の田村洋子先生が実地指導講師

佐員の方々にも大変お世話になりました。心から深く感

として教育法の一部を担当して下さいました。田村先生

謝を申し上げます。

の講義が終わると学生たちから万雷の拍手が沸き起こる

センターは当初教育工学センターとして昭和53年に発

様子を目の当たりにし、現場の先生の力量を思い知らさ

足。平成２年に教育実践研究指導センターに改組され、

れたことを今でも鮮明に覚えています。当時の附属小・

塚野先生が赴任。平成13年に教育実践総合センターに改

中の家庭科は、岩手の家庭科の核となる教員で構成され

組され、臨床部門の発足に伴い加藤先生が学部内移動。

た素晴らしい布陣でした。こうした附属校や教育実習校

教職大学院の改革をめざして平成21年４月に立花先生

を中心とする学校現場の先生方に育てていただいたとい

が、翌年４月に山本先生が赴任された。
これらの一連の改組は、社会の要望に応えるために、

う思いが、最も強く残っています。
大学の出身講座は理系で、指導教官の研究テーマを学

教育学部の在り方を改革したいという文科省(文部省)の

生たちが共に追求するスタイルが身に付いていますか

強い意向が働いてきたと、私は思うのです。学部そのも

ら、卒論研究を通して学生たちに育てられたという思い

のの大改革は困難なので、その一角である附属施設の改

もあります。私の早口をマシンガントークと揶揄してい

組を連続的に行ってきたと思うのです。平成７年４月の

た学生たちにとって一番懐かしいのはその語り口だそう

教育学研究科の設置、平成28年４月の教職大学院の設置

です。

となるのです。

多くの方たちに育てていただいて無事に退職を迎える

教育学部ほど文科省の強い指導が直接的に働くところ

今、二足の草鞋だったからこそ現在の私があると思いま

はないのではないか、というのが正直な私のセンター専
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おもいで●

任教員としての深い思い出なのです。終わりに今深く思

思い出

うのは、志を高く抱き忘れずに、健康に地道に真摯に自
分の仕事に専念したいということです。

教育学部長

新

妻

二

男

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
岩手大学教育学部に助手として赴任したのが1979年、
振り返れば36年の月日が流れたことになる。思えば長く

若い感性とともに
美術教育科

近

藤

て、短い36年間であった。
克

私の年代は東大安田講堂の封鎖解除をテレビで見て大

義

学を受験し、また学園紛争の余波で入学式もなければ、
授業もほとんどなかった（受けなかった）時代の申し子

26年前公募の人事を経て、平成１年10月１日付で岩手
大学に着任しました。
赴任を決断する前には他大学からも面接の通知があり
迷っていましたが、遊びに来てくださいと８月に伺がっ
たところ、盛岡は最もよい季節を迎え、避暑地のような
森深いキャンパスに騙され（笑）赴任を決心した経緯が思
い出されます。
当時は特設美術科、通称特美と呼ばれ教員数は12名、
私と他にお二人の先生が絵画を担当し、学生数は30名と、
教育学部としては充実した環境と規模をほこり専門的な
教育が行われ学生からは「東北の芸大です」と聞いてい
ました。
このような環境のなか、私は美術家を育てることが優
れた教員を輩出することにつながるという信念と、そし
て芸術文化課程の理念である地域の芸術文化活動のリー
ダーを育成するという観点から学生１人ひとりの個性を
引きだすよう指導を行ってきました。
そんな大学生活では常に若い感性と触れながら、地域
連携という観点からワークショップを行ったり、卒業生
や在校生を中心に絵画研究室の企画、運営で発表の場を
共有したり刺激的な日々を送っていたこと、また時には
宴席の場で熱い議論を交わしエキサイティングな時間を
過ごした記憶が蘇ります。
教員や企業の社会人として多忙な生活を送るなか、作
家活動を継続している卒業生は少なくなく私としてはう
れしい限りであり、
今後の活躍を願うばかりであります。

でもある。
とは言え、小生にとって岩手大学での36年間の生活は
概ね楽しく、充実したものであったと言える。特に、学
科・研究室の学生諸君との交流は遡れば遡るほど鮮やか
に蘇ってくる。学科の合宿や卒論指導、そしてそれに倍
する学生との交流・懇親等、まさに枚挙に暇がないほど
思い出が浮かんでくる。学生に活かして貰った36年間で
あったように思う。
研究面では、学生時代から岩手をフィールドにしてき
たこともあり、研究課題や方法を途絶えさせることなく
継続することができた。これも岩手大学に奉職できたお
陰であり、また岩手の大地と人に支えて頂いたお陰でも
ある。本当に感謝の念に堪えない。
そして大学の在り方という点では、ある学部長が発し
た教授会での一言が極めつけの印象として残っている。
それは「学部長に一任」という構成員の発言を受けて、
「あ
なたに一任されたくない。自分の考え・意見を述べるよ
うに」というものである。まさしく大学人としての矜恃
と学問研究の自由を体現した言葉である。是非、後世に
伝えたいと思う。
さて、36年間の思い出を振り返って熟々思うのは、そ
の大半は学生諸君を始め多くの人たちとの出会いの中で
育まれたものだということである。その意味で、私は人
に恵まれていたのだと実感している。この思いを胸（糧）
に第二の人生を踏みだすことになるが、これまで出会っ
た多くの方々に改めて感謝申し上げる次第である。

そして、私は大学での教員生活から得たエネルギッシ
ュな若い感性とともに、もうしばらく表現と向き合い生
涯のまとめを行うべく精進したく考えております。
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［事務局だより］

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、本誌折り込こみはがきを

平成27年度の北桐会は、６月に評議員会が開催され、

利用して必ず事務局へご連絡下さい。

会務の報告と事業計画・会計等承認されました。常任理

○恩師や会員のご不幸には弔電をお届けすることになっ

事会を中心に会務の具体的計画を進めております。現在

ております。もし訃報が入りましたら出来るだけ速や

新設の近畿支部を含め17支部があり、総会等の報告が寄

かに事務局までご連絡下さい。

せられています。

○ 発行協力費が寄せられています。ご協力いただきま

今回は、教育学部の改革状況の概要をお知らせいたし

した会員の皆様に厚く感謝申しあげますとともに、何

ます。尚、詳細は岩手大学同窓会連合会報（第７号）を
ご覧ください。

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

現在の250名の募集定員を160名（小学校教育、中学校

同封されました岩手大学同窓会連合会報をご覧下さ

教育、理数教育、特別支援教育の４コース制）まで削減
し、将来の教員需要や少子化を見通して教員養成の縮小

い。
○新支部設立について

と小学校教員養成を重視すること。ゼロ免課程（新課程）

新たに支部を設立する地域がございましたら、本部ま

を廃止、生涯教育課程や芸術文化課程の募集を停止する

でお問い合わせください。名簿等の資料と、設立準備

こと。既存の教育学研究科（学校教育実践専攻、教科教

金を提供いたします。

育専攻）は「改組」
（二専攻の廃止）し、新たに教職実践
専攻（教職大学院）を設置することとしました。平成12
年から発足しました新課程（生涯教育課程と芸術文化課
程）は廃止し、新課程に位置付いている美術・音楽・体
育は教員養成課程の中学校教育コースに組み入れ、これ
らの教科の課程認定以外の部分と書道は人文社会科学部
の改組に位置付けることで、芸術・スポーツの分野の機
能維持を図ることになります。
これに伴い具体的には、７名の先生が教育学部から人
文社会科学部への配置換えが決定しています。
玉澤友基先生（書道）、平田光彦先生（書道）、阿部裕
之先生（美術）
、
本村健太先生（美術）、田中隆充先生（美
術）
、木村直弘先生（音楽）、栗林徹先生（体育）以上７
名
同窓会は募集定員90名減を踏まえ、今まで行ってまい
りました事業の継続を決定しておりますが、予算計画の
大幅な検討の見直しを検討しております。
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（藁谷）

編集後記
おかげさまで「北桐」55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「教育学部再編について」でした。学部長と副学部長から再編に至
るまでの経緯や、教育学部再編に関する具体的な内容について寄稿いただきまし
た。今回の学部再編は時代の流れを象徴しているのかもしれませんが、この契機
により、
教育養成機関としての充実がますます図られていくことと思います。また、
今回の再編には、東日本大震災からの復興も意図の一つとして含まれていると伺っ
ています。震災から５年が経とうとする今、被災した子どもたちも、それぞれの
目標に向かって力強く歩みを進めています。復興という言葉を風化させないため
にも、そして、未来を担う子どもたちの無限の可能性を広げるためにも、岩手大
学教育学部から復興に携わる教員が多く輩出され、活躍されることを願ってやみ
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。
（裕）
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