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［巻頭言］

かんとうげん●

これからの時代に求められるもの
盛岡市立上田中学校
校

北桐会会則によると、本会は昭和28年３月に制定施行さ
れており、60有余年にわたり「会報名簿等の発行」
「教育学
部、大学院教育学研究科の発展に関する活動」
「教育と文
化の向上、社会の発展に関する活動」
「その他、本会の目
的を達成するために必要と認める事業」を主なる活動とし
て、継続的に取組が進められてきたどころであります。
ところで、今年度大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」
でありますが、
「君の名は」、と言えば、岸惠子、佐田啓二の
キャストで大ヒットとなった名作を思い出す方もいらっしゃ
るのではないかと思います。正に北桐会は昭和のこの時代
に発足しており、戦後、教育においても急激な変化を見せ
始める中で立ち上げられたものであり、様々な思いが込め
られているものと推察するところであります。今回で56号と
なる「北桐」でありますが、それぞれの時代を反映した内
容になっていることと思いますが、私からは教育実習受入
れ校としての立場から、現在の状況も含め説明させて頂き
ます。
今更ながらではありますが、岩手大学は本県教育になく
てはならない存在であり、本県教育そのものと言っても過
言ではありません。私の知っている限りでは、本県小学校
教員の半数弱、中学校教員の３割程度が岩手大学出身者
であり、教育行政に携わっている方も相当数いるかと思い
ます。本県教員約7300名中の3000名弱が岩手大学出身者
であります。教員採用数が抑えられ倍率が10倍を超えるよ
うな時代は、岩手大学出身者の採用が減少していましたが、
様々な方々の努力により徐々に採用数を増やしており、改善
傾向にあるのではと感じています。
文科省においては「養成・採用・研修」という各段階に
おいて人材育成について取り組む必要性があるとしており、
学校・大学・教育行政の連携が益々大切であると感じます。
今年度本校では、主免実習、副免実習等で60名程の３・４
年生を引き受けました。どの学生も素直で真剣に実習に取
り組んで頂きましたが、生徒の中に飛び込んでいく力、人
間関係を構築する点において、正直物足りなさも感じました。
12月の暮れに、岩手大学の教職実践演習の中で40分ほ
ど話をする機会を頂きましたが、４年生の免許取得予定者
約230名を対象に「教師に求められること」という内容で２

長

佐

藤

進

つの話をさせて頂きました。
１つ目は「時代の変化への対応」について、少子高齢化
等により我が国の人口が長期的に急減する局面となってい
ること。一方で、人工知能やロボットの進歩により、人間
の仕事が大きく変わる時代となっていること。これからの
時代を生き抜く子供たちにとって必要な力が何であるかを
認識し、責任を持って身に付けさせることが必要であること
をお話しました。
２つ目は「多様な価値観への対応」について、20年程前
の中央教育審議会第一次答申「21世紀を展望した我が国の
教育の在り方について」から、
「不易と流行」の考え方につ
いて紹介し、時代の変化に無関心であってはならないが、
その一方で、不易な部分として時代を超えて変わらない価
値あるものについてはしっかりと身に付ける必要があり、こ
の考え方は現在も継続していることについて話しました。
その上で、修身教授録（森信三先生）の本を引用し、
「卒
業したら立派な教師になるという程度の、ぼんやりした目標
で甘んじてはいけない。いかに高い理想を持って事に当た
るかである。保護者や地域住民を感化し、最終的には教
えた子供たちの力によって将来その地方の民風が興って、
その土地が一新されるような日があってこそ、教師としての
理想が実現できたと言える。」という教師としての崇高な理
想像があり、人づくりこそが国づくりであり、教育という仕
事のやりがいについてお話しました。
出会うことの意味について、昭和の「君の名は」は、忘
れたいのに忘れられない哀しみを、平成の「君の名は。」は
忘れたくないのに忘れてしまう哀しみを表現しており、それ
ぞれの時代背景を感じます。教育の原点は人間同士の出会
いから始まるものでありますが、成熟社会における人間関
係の構築は益々難しくなるのではと想像しており、これから
教員を目指す学生には「周りに翻弄されない力強さと、周り
の変化を敏感に感じ取る繊細さ」を備える必要があると考
えます。
これらの状況を踏まえ、実習校としての役割を十分に果
たしていけるよう尽力したいと考えております。同窓会の皆
様には、ご指導・ご支援を頂きますよう、宜しくお願い申し
上げます。

─１─

［特集］
台風 10 号と我がふるさと岩泉
岩泉町立岩泉中学校

山

８月30日（火）
。私にとってかけがえのない、大切な大切
なふるさと岩泉を襲った台風10号は、町のほぼ全域に甚大
な被害をもたらした。死者19人、行方不明者２人、住家被
害950棟。被害総額は、東日本大震災時の10倍以上、500
億円を超えるものと思われる。
31日（水）
。早朝、校長判断で臨時休業を決定。後に、
町教委の指示で９月２日（金）まで町内全小・中学校が休
業措置。本校の施設は、停電・断水以外に大きな被害なし。
受水槽に残った水を上水用に使用。全職員の無事を確認
し、登庁できた職員で生徒の安否確認を開始。校庭はヘリ
ポートに。
９月１日
（木）
。登庁できた職員で生徒の安否確認を継続。
校外に確認に出る場合は複数で。夜、電気復旧。
２日（金）
。生徒の安否確認を継続。校長判断で、５日
（月）まで臨時休業とし、
週明けの最新情報をみて、
６日
（火）
以降の対応を考えることにする。
３日（土）
。生徒の安否確認を完了し、138人全員の無事
を確認。体育館に支援物資一時保管を開始。
４日（日）
。台風12号の接近に備え、全町民に避難指示
が出される。町教委の指示で、避難指示が解除されるまで、
町内全小・中学校が臨時休業となる。
５日（月）
。避難指示が解除されるまで臨時休業となるこ
とを、考えられる通信手段を全て使って発信。午後３時、
避難指示が解除される。避難所や各家庭への連絡、道路
網の寸断により通学できない子ども達への対応、登校でき
たときの上・下水用の水の確保、授業内容の確認など、学
校再開に向けての準備が必要なため、校長判断で、本校
は６日（火）まで休業とする。
６日（火）
。学校再開に向けて、連絡手段を駆使し保護
者等へ連絡。受水槽の水復旧。校庭のヘリポート使用を止
め、体育館の支援物資を他所へ移してもらう。
７日（水）
。発災から８日ぶりに学校を再開。臨時の全校
朝会で、思わず嗚咽しながら「台風10号の影響で、私達の
岩泉町は甚大な被害を受けました。皆さんの中にも、大変

校長

下

信

宏

な被害を受けた人達が何人もいます。ご家族が亡くなられ
た人達もいます。親戚の家や避難所等で生活している人達
もいます。まだ学校に通って来られない人達もいます。こん
な大変な状況のときだからこそ、みんなで知恵を出し合い、
そして、優しさを出し合いながら、協力して前に進んでいき
ましょう。」と話す。この日は、３時間の午前授業とし、ア
ンケートと学級担任による教育相談を行う。ただし、国道
寸断で通学不可の地域の生徒は自宅待機で、８日（木）か
ら浅内小と大川小の教室を借りて、午前中自習することに
する。
８日（木）。台風13号の接近と明後日からの地区新人大
会への対応・準備を考慮し、早朝、急遽「５校時カットで
午前授業とし、１時間半の部活動後、午後２時30分に完
全下校」を副校長に指示。指示後、直ちに片道約４時間
かけて浅内小と大川小に出向き、一室を借りて自習する子
ども達と集まっていただいた保護者に、報告や今後の見通
しなどをお話しし、現状やご要望等をお聴きする。なお、
避難勧告は午後３時に出された。
９日（金）。臨時休業。避難勧告は午前中に解除。
10日
（土）～ 11日
（日）。宮古地区新人大会。参加（通学）
できない生徒は自宅待機。卓球男子団体準優勝。
12日（月）。二升石・落合間の通交止めが解除され、振
替休日後の14日（水）から全校生徒通学可能となる。
授業の遅れ（42時間分）を挽回するため、子ども達の心
身の健康状態に配慮しながら、９月下旬から約２ヶ月間、
計画的に「一日７時間の短縮授業」等の回復措置を実施。
ただし、文化祭取組期間の２週間は活動を縮小せず、
「我
らが祖先の不屈の精神を、劇を通して子ども達に体感して
ほしいし、観客にも共感していただきたい」との思いから、
三閉伊一揆を素材にした全校創作劇「結いの莚旗～我が
先祖は動かぬ山を動かした～」を上演。
今年度私が岩泉中学校の校長であるということに、大い
に意義を感じている。
（昭和56年度 中学校教員養成課程 英語科）

─２─

とくしゅう●

台風 10 号からの歩み
岩泉町立小本中学校

佐

校長

藤

和

男

現在勤務する小本中学校は震災以来、仮設校舎での教

め学区を回ったときは、普段見慣れたのどかな風景とのあ

育活動を余儀なくされていたが、平成28年３月に小中同一

まりの違いに言葉を失った。訪問した先々では、職場から

の新校舎がこれまでよりも海から離れた造成地に完成し４

の帰宅途中に襲われた鉄砲水から命からがらで逃げ延びた

月から新校舎で学校生活をはじめている。

こと、気づくと見る間に１階天井近くまで浸水していた様子

学区は範囲がとても広く、海と山を抱えている。復興が

や水が我が家に迫ってくる状況の中で、孫（生徒）が曾祖

進むにつれ、従来の地域と違った新たな地域が形づくられ

母や大切な家財を二階に必死に避難させたこと、水害の翌

てきており、地域にとって、津波と土砂崩れ等の災害対策

日から子どもたちが率先して水汲みや家の中の片づけなど

は喫緊の課題であった。

を頑張ったことなど災害時の様子をうかがった。生徒全員

こうした中、今年8月に台風10号の水害により岩泉町全域
が大きな被害を受け学区地域は、5年半の間に二度の未曽

の安否が確認できた時は心の底からほっとしたのを覚えて
いる。

有の被災体験をすることとなった。学校施設の被害はな

ライフラインが止まり、避難所や被災宅の2階での生活を

かったが、生徒の家庭は48名中14名が被災した。台風に

余儀なくされている中、台風襲来10日後には地区新人戦が

よる水害の被災地域は東日本大震災津波被災地域と被ら

迫っていた。生徒の活動の確保を最優先に考え、新人戦

なかったが、見方を変えれば学区地域の多くがどちらかの

参加を目標に学校再開のスケジュールを練り、不十分な準

災害で被災したということである。

備態勢であったが無事出場することができた。大会に参加

当日は史上初めて岩手県沖の太平洋側からの上陸である

できる喜びを胸に生徒たちは精一杯プレイし、生徒自身は

ことや大型で強い風雨が予想されることから、小学校と協

もちろん、保護者や地域の方々も子供たちの姿に明るさや

議のうえ学校は休校措置とすることとした。学校付近の雨

元気を感じていただけたものと思う。また、水害による休

は予報ほどではなく、テレビやインターネットにより情報収

校中、可能な生徒たちが避難所清掃や道路の泥の撤去な

集に努めたが、上流部の雨は把握できない状況が続いたま

どボランティア活動を行い、地域の方々から感謝の声をか

ま午後9時過ぎには校庭に隣接した堤防があと数十センチ

けていただいた。地域の皆さんの中学生への期待と大切に

のところにまで水位が上がり、暗がりの中で川の方から木

する思いを改めて感じた。

と木がぶつかる音が不気味に響いていた。学校付近の道

発災から4か月が過ぎ、道路や仮設住宅の整備も進みた

は水が溢れ歩けるような状況にはなく、学区がどのように

くさんの方々の支援をいただきながら少しずつ復旧は進ん

なっているのか全く分からない状態であった。

でいる。しかし、子供たちの通学する道路から見える河原

翌日、小中合同対策本部を設置し、携帯メールシステム

に横たわる農地に広がるひび割れた泥の風景は今も変わら

と携帯電話を使い安否確認を進めたが、国道や町道の冠

ずそこにある。二度の災害にさらされた子供たちの心に、

水と土石流による道路の寸断で最終的な確認終了まで２日

学校としてさらにしっかりと寄り添っていきたい。

を要した。道路の一部開通の連絡を受けて安否確認のた

─３─

（昭和59年度

特設美術科

卒業）

［桐の葉物語］
岩手大学との 10 年をふり返って
渡

邊

愛

多くのことを学んだ４年間でした。今でも、盛岡の上

岩手大学を卒業して６年が経ちました。社会人として、
教員として、自分の足で立てるようになろうと、必死で

田、高松、緑が丘の辺りを通ると、自転車で走り回って

駆け抜けた６年でした。思うようにはいかず、弱音を吐

いた当時の自分を思い出し、懐かしくなります。まだま

いたこともありましたが、年々仕事が楽しくなり、岩手

だ青かったあの頃の自分が可愛くもあり、その頃よりも

の教員であることに喜びを感じている毎日です。

確実に成長している今の自分が嬉しくもあります。

今回、
「北桐」の執筆依頼を受け、
「自分などに何が書け

教員になって驚いたことは、岩手大学出身の先輩がと

るだろう」と悩みましたが、せっかくの機会なので、大

ても多いことです。初任の滝沢市立滝沢小学校では、た

学生活と教員生活の10年をふり返り、自分の糧となった

くさんの先輩と出会い、お世話になりました。
「こんな先

ことを述べたいと思います。

生になりたい」と思う素敵な先輩ばかりで、岩手大学出

私は平成19年の４月に岩手大学に入学しました。在学

身であることがとても誇らしかったです。また、学校公

中は紅梅寮に入り、寮生活を経験しました。当時は仕送

開や市教研などでは、教育学部や研究室の仲間に再会す

りをもらわず、奨学金とアルバイトだけで生活をしてい

ることが多くあります。
「あの人も頑張っているから自分

ました。生活に余裕はありませんでしたが、寮には同じ

も頑張らなくては」といつも活力をくれる存在です。

ように頑張っている友人がおり、互いに励まし合いなが

現在は、盛岡を離れ岩泉町立釜津田小学校に勤めてい

ら過ごした思い出があります。
「戦友」とも言えるかけが

ます。昨年は岩泉町に台風10号が直撃し、被害を受けま

えのない友人関係を築くことができました。

した。東日本大震災の時には在学中であったため、教員

大学では、国語科サブコースに所属し、藤井知弘教授

としての被災経験は初めてでした。災害時には、学校が

のもとで、国語科教育について学びました。国語が苦手

避難所となり、学校が地域の大きな役目を果たすことを

な私にとって、卒業論文やゼミのレジュメ作りは簡単な

実感しました。私自身は、周りの方々に助けられてばか

ものではありませんでした。藤井教授や研究室の先輩方、

りでしたが、きっとこの経験は、いずれ活かされる時が

友人達にはたくさんご迷惑をおかけしました。しかし、

来るだろうと思っています。

ふり返ってみると、学校公開に参加して授業を見たこと

まとまりもなく、大学生活や教員生活について述べま

や学校に入ってお手伝いをさせていただいたこと、たく

した。これまでの10年をふり返ってみて感じたことは、

さんの教育専門書を読んだことは、今の自分の土台に

大きく２つあります。１つ目は、大学への感謝の気持ち

なっています。授業づくりをするときに、藤井教授の教

です。今の自分は、大学での学びや友人関係が大きな支

えや参観した授業が活かされています。

えとなっています。良い出会いをくれたことに感謝して

アルバイトは、様々行いました。スーパーの即売や居

います。２つ目は、自分も大学の後輩たちが憧れるよう

酒屋、家庭教師、学童保育、ホテルスタッフなど。それ

な教員になりたいという気持ちです。私が憧れるのは「授

ぞれの仕事の表と裏を見ることができました。特に今の

業が上手な教員」です。一人でも多くの子が「できた」
「分

仕事に活かされているのは、学童保育のアルバイトです。

かった」
「勉強が楽しい」と言ってくれるような教員を目

子育てが未経験の私にとって、学童保育での子ども達の

指し、これからも精進していきたいと思います。

様子は「素」に近いものがあり、学校を離れた子どもの
姿を学ぶことができました。

（平成22年度 学校教育教員養成課程 小学校コース国語科サブコース 卒業）
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きりのはものがたり●

「多くの出会いに感謝」
畠

山

真

也

岩手で生まれ、岩手で育ち、当然岩手の教員になるもの
だと思い描いていた学生時代。それが今では、遠く離れた

ぱり「教員」になってよかったなと実感できたのでした。
今の勤務校は、袖ケ浦市立中川小学校。今年度で在籍

千葉県で小学校教諭。しかも学生時代に専門としていた理
科から離れ、特別支援学級の担任として働いているのだか
ら、人生って何があるかわからないなぁとつくづく感じてい
ます。
この度、
「桐の葉物語」の原稿依頼をいただき、これまで
の自分を振り返る良い機会となりました。教員の仕事に就
き12年になるわけですが、
思い返すと、
これまでの多くの方々
との出会いがありました。その出会いがあったからこそ、
今の私があるんだなと感じています。大学４年の頃、自分
自身の不勉強さもたたり、教員採用試験は不合格。その当
時、研究していた事にも強い興味があったこともあり、大
学院へと進学することを選びました。今になって思うと、こ
の大学院での２年間があったからこそ、今、千葉県で教員
をしているのだろうと思います。大学院２年目の時に、現職
教員の方が大学院生として隣の研究室に入ってこられまし
た。
その方と講義や研究の合間に教育現場の話も含め、
様々

８年目となります。この８年の間に、たくさんのことを経験
させていただきました。特に、自分にとって大きな転機とな
るきっかけとなったのが、１年生の担任をした時だと思いま
す。初めて小学校生活をスタートさせる子ども達にどのよう
に接したら伝わるか、言葉づかいから教室環境、一人一人
に応じた手立て等、学年主任の先生から教わったり、自分
で試行錯誤したりして少しずつ手応えを感じられるように
なってきました。また、その年は初めて生徒指導主任とい
う校務分掌も任されました。学校全体として何ができてい
て何ができていないか、全校でどんなことに取り組んでいく
べきか等、自分の学年学級だけでなく、全校を見るという
意識を養うことができました。
今、専門としていた理科から離れ、特別支援学級の担任
をしているのは、もちろん校内事情もありますが、
「一人一人
に応じた教育」をもっと自分自身が学びたいという気持ち
が強くなったからです。１年の担任をした時の校長先生の

なことを聞くことができました。その度に、将来的には絶
対教員になりたいという気持ちが強くなっていきました。ま

言葉が忘れられません。
「クラスで困っている子がいる。そ
れを助けられるのは先生だけだ。」今、様々な環境で育ち、

た、岩手の教員に固執していた自分の考え方がちょっとず
つ変わっていったのもこの時期だったと思います。自分がな
りたいのは「岩手」の教員なのか、
「教員」なのか．
．
．。様々
な葛藤がありましたが、その中で自分は「教員」になりた

苦しんでいる子、勉強がわからずに困っている子、どう友
達と接すればよいのかがわからない子、色々な困り感を抱
えた子がいます。でも、どの子も根はとても素直です。そ
んな子達がいきいきと生活していけるよう、一人一人に合っ

いのだという事に気づくことができました。そのことに気づ
いた時には、すでに採用試験の申し込み締め切りは過ぎて

た教育ができるようこれからも努力していこうと思っていま
す。

おりましたので、
「今年は岩手の採用試験に全力を尽くそう。
それでも不合格だったら、来年は他県も受けてみようとい
う。」と思うようになっていきました。
それから２年後の４月、千葉県袖ケ浦市立蔵波小学校

これまで、この「桐の葉物語」では書き尽くすことができ
ないほど多くの方々と出会い、その出会い一つ一つがこれ
までの自分の糧となっています。きっとこれからも素敵な出
会いがたくさんあることと思います。これまでの出会い、そ

で千葉県の小学校教員としての生活をスタートすることにな
りました。自分の拙い指導に一生懸命についてこようとして

してこれからの出会いに感謝しながら頑張っていこうと思い
ます。

くれる子ども達の素直さや、自分が苦しんでいることに気
づき声をかけてくれる先輩方の優しさに支えられながら、
初任者としての1年を終えることができました。その時、やっ

（平成16年度

─５─

教育学研究科

教科教育専攻

理科教育専修終了）

［桐の葉物語］

マイナスのマイナスはプラスになった
高

橋

知

志

教員生活も間もなく四半世紀。あらためて月日の経つ

市立北陵中学校に赴任した。そこには特美の大先輩がお

速さを実感している。仙台市出身の私が岩手に来てから

られ、美術教師として実にたくさんのことをご教示いた

ちょうど30年目。流れる血はもはや岩手の血である。

だいた。また、同じ盛岡市の中学校には教育実習でお世

私が入学したのは教育学部特別教科教員養成課程（美

話になった先生がおられ、今度は「同業の仲間」として

術工芸）という学科である。通称「特美」といわれたと

自分の教育実践に暖かくも厳しいご指導ご助言をいただ

ころで、
学内ではいろいろな意味で有名な集団であった。

くことができた。

およそ現在では考えられない様々な特色があり、実に

中学校ではご存じのとおり部活動指導という仕事があ

様々な個性の学生が集まっていた。また、６年間の学生

る。初任校で野球部を担当したことがきっかけで、その

生活は学生寮（北謳寮）で過ごした。考えてみればかな

後は野球部を持つことが多くなった。何かに熱中すると

り「濃い」学生生活を送ったといえるかもしれない。青

とことんな私は、当然のように部活馬鹿になっていた。

ざめるような思い出が山ほどある。

県優勝も経験させていただいた。いつしか私は大事なこ

学生生活で専門の美術以外にも現在まで生きる得難い

とを見失ってしまっていた。気づかせてくれたのは初任

経験をした。盛岡大通りのとある居酒屋で長期間アルバ

校時代の先輩が言ってくれた一言である。「あなたは野

イトをした。居酒屋だが昼はランチタイム営業をしてお

球の髙橋ではなく、美術の髙橋なんだよ」……はっとなっ

り、バイトの学生が訪ねていくと無料で食事をさせてく

た。その後の授業実践を買っていただいたのかどうか、

れた。長い期間働いていたので、最後の２年間はバイト

今勤めている学校に転勤が決まった。
新しい勤務校で私は美術部を持つことになった。美術

の身で仕込みを任された。現在は妻子持ちだが、このと
き覚えた調理の技術や知識はえらく役に立っている。

教師としてはどうかとおもうが、教師経験初の文化部顧

サークル活動もいい思い出だ。軽音楽部に所属してエレ

問である。それまでとは違い、土日家にいる私。「パパ

キギターを弾いていたが、当時の仲間とは今現在も交流

どうしてお家にいるの？」と娘から聞かれて、またはっ

がある。

となった。今年で勤務５年。この間の土日を娘とともに

決して模範的な学生ではなかったが、研究室の種倉先
生にはだいぶ可愛がっていただいた。先生のご専門は西

多くの時間を過ごすことができた。料理も教えたし、絵
の描き方も教えた。

洋の古典技法（テンペラ画とかフレスコ画の技法）であ

今年娘は高校受験である。中学校３年間は彼女にとっ

る。日本画を学びたかったが、本学にそのコースがない

て決して充実した日々ではなかった。いじめにあい、大

ことを入学後に知った私は、安易な気持ちで「似たよう

半を相談室で過ごしている。そんな彼女が中学校卒業後

な技法かな」と思い、種倉先生の研究室にお世話になる

に「美術の道に進みたい」と言ってきた。誰の影響なの

ことにした。まったく失礼な話であるが、先生は暖かく

かわからないが。彼女が希望する高校では、大学時代の

迎えてくださった。かくして、日本画なのかテンペラな

同期生が美術を担当している。そこに行けるかどうかは

のかよくわからない「へんてこ技法」を身に付けて卒業

わからないが、実現すれば嬉しいと思っている。
岩手に来て、出会いに恵まれてたくさんのことを経験

することになった。先日もひょんなところでお会いして
お話しする機会を得たが、卒業して20年以上経った今も、

し、それが今の自分の生活の基盤となって、今度はわが

きちんと私を学生扱いしてくれた。時間が戻る思いで嬉

子の人生にも影響している。この奇跡に感謝したい。

しかった。
悔いのない６年間の学生生活を終え、教師として盛岡

（平成４年度

─６─

教育学部特別教科教員養成課程（美術工芸）卒業）

きりのはものがたり●

これまでの振り返りと、これからのこと
佐

藤

純

子

教員になって31年。専門が家庭科ということもあり、多く

これまで培ってきた（と思っていた）経験や知識の再構築

の生徒と関わってきましたが、現在は授業することもなくな

に迫られました。進路事務担当から始まり、学年主任、教

り、先生方との関わりを大切に過ごす毎日です。

務主任、主幹教諭と、担任外としてより高い視点でのもの

今こうして原稿を書くに当たり振り返ってみると、諸先輩

の見方や考え方、教科の知識、事務処理能力、判断力が

方の背中を追いかけることで精一杯だった若い頃の自分が

要求されました。そして、これまでの２１年間、自分が学級

思い出されると同時に、当時の先輩の姿に今の自分は近づ

担任としてやってこられたのは、それらを支えてくださる存

けているのだろうかという疑問がわいてきます。

在があったからこそだったことに改めて気づき、どうしたら

初任校は滝沢村立篠木小学校で、私の教職経験は、小
学校２年生の担任からスタートしました。周りは超ベテラン

先生方がよりよい環境で、責任と気概をもって教育に当た
れるのかを考えるようになりました。
上田中学校５年目に経験した東日本大震災は、児童生

の先生方ばかりで、学級通信の書き方から板書の仕方、社
会人としての立ち居振る舞いまで様々なことを教わりました。

徒の心に深い傷を残しましたが、そんな中で、教育学部の

初任研がない時代でしたが、その分、全職員の方から目を

学生の心には強い使命感とふるさとへの想いを芽生えさせ

かけていただき、６年間を過ごしました。

たように思います。上田中学校には毎年約80名の教育実習

２校目はふるさとに帰り、九戸村立九戸中学校に６年間

生が来ており、私は実習担当として、学生の多くが東日本

勤めました。小学校とは違う授業の進め方と、小・中学生

大震災を機に価値観や考え方に変化があったことを口にし、

の違いに戸惑う間もなく、毎日起きる様々な事件。生徒指

より真摯に、固い決意をもって実習に励む様子を見てきまし

導の難しさとやりがいを知りました。学年として足並みを揃

た。この時期は、ちょうど自分自身の残りの教員人生をど

えて動くことの大切さを学んだのもここでした。各行事の前

のように過ごしたらよいかを考え始めた時期で、できるなら

に行う学年研で、様々な場面をシミュレーションしながら未

若い世代の先生方の力になれるような生き方がしたいと思う

然防止策を考えたり対応を考えたりした経験は、その後の

ようになり、現在に至っています。
今の私があるのは、九戸村立江刺家小中、岩手県立福

学級経営や生徒指導に大きく生かされました。
３校目は生活根拠地に戻り、盛岡市立見前南中学校に

岡高校、岩手大学での教育のお陰です。５校目となる二戸

勤めました。担任としての９年間は、自分なりには『充実期』

市立福岡中学校に勤めて約１年、本校は二戸市の中心校で

で、生徒ともに一番輝いていたような気がします。多くの失

あり、
「教育が人をつくり、町をつくっていく」ということの

敗もしましたが、これまでの経験をもとに、失敗をリカバリー

意味を肌で感じる毎日です。以前ある先生から「恩送り」

する知恵と方法を身に付けました。周りの先生方と連携をと

ということばを教わりました。残り数年、これまで出会った

りながら行事を企画・運営したり、生徒とアイディアを出し

子どもたち、先生方、事務職さんはじめ職員の方々、保護者・

合って学年や学校を盛り上げたりと、周囲と力を合わせるこ

地域の皆様など、多くの方から受けた恩に対する感謝の気

とで成果は２倍にも３倍にもなるということを学びました。

持ちを込め、目の前の生徒や教職員の方々、地域のために

年齢的にも中堅となり、ベテランの経験と若手のエネルギー

なるよう、精一杯過ごしていきたいと思います。

を受けながら、学級経営や合唱活動に全力で取り組んだ、
とても幸せな９年間でした。
４校目は市内異動で、盛岡市立上田中学校勤務となり、

─７─

（昭和61年度

小学校教員養成課程

卒業）

［桐の葉物語］

クッチャン先生・二つの思い出
村

上

誓

戦後、学制改革があって師範学校も専門学校もすべて

程まで進んだ時、突然、ブーイングが起こりました。は

大学に生まれ変わりました。草創期の大学という訳で何

じめ、チョロ、チョロナカ、パッパ、の例に似て教室内

となく新鮮さを感じ、私は青年師範学校を中退して本大

が騒然となりました。一瞬、何が起きたのか何が原因か

学に受験しました。辛うじて受かり一回生の身となりま

分からず、まずもって不安が胸をさわがせました。席に

した。ここで恩師クッチャン先生との出会いが始まりま

届いた騒ぎの原因は「俺達理科処属なのに試験は英語文

した。風貌とその雰囲気が好きだという短絡的なたわい

かよ」「英語は関係ネーヨ」とブーイングの原因をあか

もないことだったと思い出されます。気のきいた同期生

してくれた。私に届いた用紙もまさに英文によるテスト

がつけたニックネームは学内にはやった原因だったで

でした。しかし読んでみたら極めて簡単な出題文でした。

しょう。しかし私はそうじゃなくて先生の底なしの深さ

「俺が入りたいと思った大学だこれっぽっちの英文で

をもつ学識だったと思い出されます。講座外での話題で

ブーイングかよ」と内心騒ぎを軽蔑したくもなりました。

は「日本における英語教育の無駄性を問き外国語指導は

しかし大人になっていた私は「お前のやつみせろ」と横

『オーラルメソッド』
で進めるべきだ」この一言は既に五・

から入ってきた友人をほぼ無視し、「みたいならどうぞ」

六十年前にふっと出る話題性に今の自分がびっくりする

「でも責任はないよ」と許してやったが、私の解答も少々

んです。もう一つは、私は理科教育講座の受講生でした。

「アブナイ」と思っていましたが以後のお咎めなしでし

大学生活に緊張感一杯の生活の中でいよいよ劇的な第一

たので私もホットしました。『クッチャン先生』
『ご免ね』

回目のテストが始まりました。この先どうなるか、うま
くパスできるのか再試験の要員となるのか不安と緊張が
周囲を静寂感に包み込みました。試験係の先生が約半分

─８─

（昭和26年度

乙一類

理科

卒業）

［キャンパス便り］
たくさんの出会いの中で
立 花 佳 帆
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
数学サブコース ４年）
今、大学４年間を振り返って考えることは、４年間たくさんの出会
いがあったということです。私は、教師になりたいとう夢を叶えたい
と思い、岩手大学の教育学部に入学しました。講義で学ぶこともた
くさんありましたが、人との出会いの中で学ぶこともたくさんあった
ように感じます。
まず、教育実習や学校公開などで現場の先生方に出会いました。
子どもたちのために熱心に研究している先生方の姿を見て、生徒とし
て見ていた教師とは違ったすごさを感じました。また、教師の大変さ
も学びました。もちろん実習などを通してやりがいや感動も実感しま
したが、それだけではなく、上手くいかないことや苦労もたくさんあ
ることを知りました。多忙な毎日の中で熱心に研究している先生方
の姿を見て、私も生徒のために一生懸命になれる教師になりたいと
感じました。
そして、４年間で素敵な仲間と出会いました。頭が固くて、上手く
いかないことの多い私ですが、つらいときも乗り越えられたのは友人
たちの支えがあったからだと思います。また、考えの幅を広げられた
ことが大学にきて何より良かったことです。友人たちと語り合った日々

は私を大きく成長させてくれたように感じます。とても楽しい毎日を
過ごせたのも、尊敬できる友人たちのおかげです。本当に感謝して
います。
大学生活の中でたくさんの子どもたちと出会ったことも、自分を大
きく成長させてくれたと思います。中でも、ある生徒から「数学って
案外楽しいね」と言われた瞬間が忘れられません。たくさんの生徒
にそう思ってもらえる教師になりたいとそのとき教職を目指すことを
決意しました。教師が夢ではなく目標になった瞬間でした。
４年間たくさんの人に出会い、その中でたくさんの学びがありまし
た。教師という職業は「子ども好き」なだけではやっていけないと思
う一方で、実習などで理想のようにはいかないことを強く感じました。
これからやっていけるか不安もたくさんありますが、理想を実現でき
るように、これからも学び続けたいと思います。
私は、来年の４月から教職大学院で２年間学ぶ機会をいただきま
した。これまで以上に人との出会いを大切にたくさんのことを学んで
いきたいです。そして２年後、岩手県の中学校で教員として働きます。
数学の楽しさを伝えられる素敵な先生を目指して頑張りたいです。

４年間を振り返って
岡 村 幸 大
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
保健体育サブコース ４年）
この４年間を振り返ってみるとたくさんの記憶が蘇る。その中でも
特に私の思い出に残る２つのことについて紹介したい。
１つ目は、大学で初めて一人暮らしをしたということである。実家
では、掃除、洗濯、食事など全てを親にやってもらっていた。高校
時代は、部活動で野球をしていたため、母は泥だらけになった練習
着を毎日手洗いで洗ってくれていた。また、練習が終わり、私がヘ
トヘトになって夜遅くに家に帰っても、温かいご飯がお腹いっぱいに
なるまで用意されていたし、毎日お弁当をつくってくれた。お風呂も
毎日湧いていたし、お小遣いも自分が都合のいい時にもらっていた。
何一つ不自由のない生活を送っていたし、いざとなれば自分で何で
もできると思い込んでいた。しかし、地元を出て一人暮らしをしてみ
ると、洗濯は自分で洗わなければどんどん溜まっていく、料理は今ま
でしたことがなかったのでやり方がわからない、バイトをしなければ
遊びに行くお金もないという状況だった。いかに今まで親に何から
何までやってもらっていたのかをその時に初めて心から感じるととも
に、親のありがたみを痛感した。
２つ目は、小学校教育実習である。教育実習はうまくいかないこ

とばかりだった。授業をするたび、児童の頭の上にハテナマークが
浮かんでいるのが、手に取るようにわかった。自分の能力のなさが
辛かった。児童に対してこんな自分が授業をすることが申し訳なかっ
た。しかし、
そんな中でもうまくいったこともあった。体育のハンドボー
ルの授業でボールを持たないときの動きをやった際に、味方からパ
スがもらえる位置にいたらサポートの「サ」と言う掛け声を出すよう
にした。そうすると、今までパスがつながらなかったチームがパスが
つながるようになった。授業の振り返りノートには、掛け声のおかげ
で初めてパスをつなげられたという声もあった。実習後のハンドボー
ル大会では、私の担当だったクラスが優勝したという報告も担任の
先生から頂いた。私はそんな時に今まで味わったことのない喜びを
感じた。それは、子供が成長していくことへの喜びである。教育実
習を通して、小学校教師になりたいと心から思った。
私は、４月から地元で小学校教師として働く。未来のある「ステキ
な子供達」を育てていくのだ。そんな仕事に責任と強い覚悟を持ち、
自分自身「ステキな教師」になれるよう努力していきたい。

─９─

［キャンパス便り］

「一年間」
工 藤 昌 保
（学校教育教員養成課程 学校教育コース
理科サブコース ３年）
大学三年次の一年間は、私たちの将来において特に重要な意味を
持つと感じています。それは学生から社会人への転換期、各々の目
指す進路に向けて舵を切らなくてはいけない時期であるからです。
そして、同時に私たちには教育学部最大の実習である主免教育実習
が控えていました。
私について言えば、
「教師を目指す」ということについて、より考
えが深まり、また、自身の未熟さを痛感した一年でした。一、二年
次で、教職についての講義、学習がありましたが、私はそれを十分
に理解しておらず、
「教壇に立つ」ということについて、どこか実感
がないまま過ごしていたように感じます。
その意識が変わっていったのは、三年次になり、教育実習を強く
意識し始めたときです。事前実習が始まり、六月、七月と教育実習
が近づくにつれ、三年全体で実習の雰囲気が高まっていき、八月に
入ると教材研究や指導案作成に追われていく怒涛の日々に突入して
いきました。指導案作成中も、どこか言い表せない不安を感じてい
ました。
八月の中旬から、二十二日間の主免実習。実際の教育現場の中に
入り、子どもたちと直に接し、久しぶりの学校生活を送る一方、そ

の中で、私は自身の力量不足を痛感しました。一時間授業を行うこ
との難しさ、責任と対峙し、課題にぶつかり、四苦八苦しながら過
ごした教育実習の一日一日は、雪が降る季節になった今でも鮮明に
覚えています。睡眠時間を削り、朝方まで指導案を書いたり、授業
で使うプリントの作成をしたこと、市中陸上の応援や合唱練習など
の行事、学校生活など、教育実習中はとにかく必死でしたが、とて
も充実した日々でした。教育実習を通じ、様々なものが得られました。
私にとってそれらは、とても大切で代えがたいものになっています。
その中の一つに、
「志を共にする仲間」があります。仲間の存在は、
実習中だけでなく、教育実習後の採用試験に向けての勉強において
でも、心強く互いに切磋琢磨していける関係になっています。今、そ
のような環境の中で、教師を目指せるということはとても恵まれてい
ると感じています。
後一年ほどで、大学生活が終わります。そうすれば、各々が自分
の進路に責任を持ち、
歩んでいかなければなりません。正直なところ、
将来に対する不安を拭い切れませんが、この一年間で得た経験と教
職への強い思いを抱き、自身の研鑽に努めていきます。

私の大学生活
松 田 杏 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 ３年）
今回、岩手大学教育学部同窓会誌「北桐」の原稿執筆のお話を
頂き、
“キャンパス便り”というテーマで何を書こうかと考えるなかで、
自分の大学生活のこれまでとこれからについて考える機会をもつこと
ができました。
３年後期になった今、これまでを振り返ってみると、本当にたくさ
んのことを経験することができた３年間だったなと感じます。岩手大
学教育学部に入学した時は、卒業後までの明確なビジョンなどはな
く、ただ、
『教師であった祖父のアドバイスから中学校教師を目指す
か、もしくは、なりたかった幼稚園の先生を目指すかの二択かな』
くらいにしか、将来のことは考えていませんでした。しかし、２年生
になって自分が所属するサブコースや研究室を決める時期になると、
二択しか考えていなかったのがもったいないなと感じるくらい様々な
選択肢がありました。そのなかで私は、昔書道を習っていた経験か
ら、国語サブコースの書道科の研究室に所属することを決めました。
書道科の研究室での学びは、国語サブコースみんなで受ける書写の
講義などよりも、書について２歩も３歩も深めていくもので日々難し
さを感じますが、科の展示会のために作品を書くなど、ここでしかで

きない貴重なものをたくさん得ることができます。さらに、
“高校の
書道の教師”
という３つ目の選択肢も生まれました。３年生になると、
教育学部生にとってもっとも大きな学びを得る機会といえる、主免教
育実習があります。この教育実習では、学生の身で実際の教育現場
を肌で感じることができ、ここでは語り尽くせないほど多くのことを
学ぶことができました。教師になるならないに限らず、私の人生にお
いて一度しかないとても貴重な経験でした。他にも、副免実習という
ことで幼稚園での子どもたちとのふれあいを通しての学びの機会な
ど、３年後期の今日まで本当にたくさんのことを経験することができ
ました。
４年生への進級を控えた今、これから自分はどの道に進んでいく
のか、少しずつではありますが見えてきています。ただ、この３年間
で、自分から学ぼうとすれば色んなことが経験でき、選択肢はいく
らでも広がっていくことがわかりました。ですから、これまでの経験
も踏まえて、私はまだ、この岩手大学教育学部で多くを学び、自分
の将来についてもう少し考えていきたいです。
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［思い出］─ 退官される先生方から ─
かない青白き兵（？）もいました。こうした若人は大学
（研究室）を去りました。
８年間の教員生活を終わるにあたり、研究室で係わっ

お世話になった教育学部の先生方６名がこの

た若人達の将来を祈念しつつ、私の専門分野でなお残る

₃月に退任されます。

岩手の課題の改善に向けて、研究と社会貢献を続けたい
と思います。ありがとうございました。
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

岩手の調査研究のスタートと

若人の成長と挫折

気仙地域
社会教育科
土

井

宣

社会教育科

夫

佐

藤

眞

私は2009年4月岩手大学に着任しました。民間企業の
地熱技術者として27年間、岩手県庁総務部総合防災室で

岩手大学に職を得たのは1986年10月。最初に取り組ん

5年間働き、半年間のハローワーク通いなどの後のこと

だのは、岩手県の雇用開発協議会から委託された若年者

です。岩手大学で教育研究に携われたことは大きな喜び

の地元定着に関する調査だった。

です。もっとも、当初の3年間の苦労は、過去の苦労－

岩手大学、富士大学、盛岡大学、県立短大、生活短大

執拗に繰り返された社内批判や、リストラ、失業手当の

などの社会科学系の教員で研究会を立ち上げ、手分けし

不払いなど－で味わった苦労とは別種の、頭の働きが停

て調査に臨んだ。
私は、県北の種市町から南の陸前高田市まで各自治体

止する形の新たな苦労でしたが。
大学の8年間は若人の成長と挫折を見てきました。例

要覧等の基礎資料を収集して回った。つぎに沿岸地域、

えば、2011年3月11日の東日本大震災で自分の生まれた

とくに気仙地域を担当し、企業・従業員へのアンケート

まちを失い、実家と兄を失う中、自転車でまちの姿を撮

調査票配布の傍ら、企業の採用担当者の聴き取り調査を

ってまわり、3 ヶ月間程の不安定な心理状態を経たあと、

実施した。内陸部は複数の調査員体制が組まれたが、気

希望就職先を変え、卒論テーマを変えて自分のまちの復

仙地域は私一人で駆け回った。調査対象企業は労働基準

興を目指した学生。卒論テーマに取り上げた震災被災地

監督署の紹介を通してあったので、多くが快く調査に応

調査に一人専念し、その経験と成果をもとに、希望就職

じてくれた。まだカーナビのない時代、気仙地域の地理

先に繰り返し自分を売り込んで採用された被災地女子学

もよく呑み込めないなか、軽のマイカーで冬の雪道を行

生。一言も奨めたことがないのに、私と同じ研究分野の

きつ戻りつ、目的の事業所を探すのにひと苦労、確かに

大学院に進んで学会発表を続けた女子学生。市職員の内

岩手は広いと実感した。

定をけって子供時代の夢の職業に進んだ学生等々、逞し

一回の調査で、2・3泊しながら、相当数の事業所を回

く成長する若人を見てきました。一方で、体調を崩す学

ることができた。そのなかでも思い出深いのは大船渡の

生、悩み部屋にこもる学生、目前に現れた壁の前に立ち

調査である。内陸に点在する事業所もそうであったが、

すくむ学生も見てきました。中には、1日１食カップメ

とくに事業所の集中する港湾に面した電子部品関係の事

ンで野菜は週１回、魚は４年間食べず、部屋にこもって

業所では女子のパート労働が圧倒的多数を占めているこ

運動もせず、外へ出るのは買い物のみ、という風邪もひ

とは予想以上であった。
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［思い出］

一日の調査終了後、これも監督署が紹介してくれた船

うなところ。主要幹線からローカルな単線で小1時間田

員宿舎を定宿にしたが、毎回カレーのみという夕食に辟

舎に入った、人口5万人に満たない中世風な小都市であ

易し、赤ちょうちんに繰り出すこと常であったことを思

る。周りを森に囲まれて、川が悠然と流れ、旧市街には

い出す。

Bach（小川）の側にAllee（並木道）が続いている。ま

この調査報告書で岩手県の建設業の現状分析を執筆担

るでドイツの原風景さながらである。そんな町に世界的

当したが、このこともあって、気仙地域に親近感をおぼ

なProfessor（教授）五十数人を擁する音大があり、彼

えた。その後の気仙大工調査もその延長線だったのかも

らを慕って世界各国から留学生がひしめいていた。私も

しれない。

その一人であった。

海を見るのが好きなので、事あるごとに子供を連れて、

私のドイツの恩師が言った。「文化人を育むのは水も

高田松原や浪板海岸、船越半島に、釣り、キャンプ、泳

空気もおいしい、自然豊かな人情味溢れる田舎がいい。

ぎに出かけた。

尤も文化の消費地は大都市だけどね」と。また大作曲家

2011年3月11日を経て、それまでの記憶にあった光景
は消失した。

で音楽教育者のコダーイも、「ブタペスト・オペラ劇場
の音楽監督が誰であるかよりも、片田舎の小学校の音楽

大船渡の港湾に面した事業所、気仙大工調査でよく利

教師がどのような人であるかの方がはるかに大切だ」と

用した陸前高田の道の駅、そして調査に協力していただ

語ったように、私は希望を持って岩手大学に赴任してき

いた人々。その被害の甚大さに、しばらく安否を問うこ

た。ドイツの音大と環境が似ていたからである。

とさえ恐ろしかった。

着任して１年目、驚いたことがあった。「ここは音大

2014年の報告書で取り組んだ、被災地の住宅再建と大

じゃないからあまり熱心に音楽しなくても良いよ」とか、

工労働市場の研究が、あらためて、かの地の今後に向き

「実技のレベルが本当に低いから驚かないでね」とか、

合うことになった。

複数の先生が仰るではないか。私は、音大が優れた演奏
家を輩出するとしたら、教育学部の音楽科は優れた聴衆

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

を育てる人材を輩出する使命がある。また、専門家は間
違ったならその責任は自分に返ってくるが、教育者が間

砥石としての35年

違ったことを教えたなら、弱者である被教育者に対して
どう責任をとればいいのか、如何に教育者は真理につい

音楽教育科

佐々木

正

て敏感になっていなければならないか、常に問われてい

利

る。そう思って、次代を担う子どもたちに本物の音楽を
教えられる教師をつくりたい、と教育に当たってきた。
私は学生に対してとても厳しい。時に譲歩することこ
私は盛岡の出身である。しかも長男で家督を継ぐ立場

そあれ、絶対に妥協しないからだ。ここでやる音楽は、

にあった。そんな私が、見てくれは華やかだが経済的に

そっくりそのままウィーンで、パリで、ベルリンで、ロ

は何とも心許ない音 楽の道に足を踏み入れようとした

ンドンで、ニューヨークでやっても正統的だと認められ

時、
今は亡き父は「お前は死んだものと思うことにする」

る音楽をしようと、自分自身も高め、学生にも求めてき

と宣うた。後にドイツに骨を埋めると渡独した時にもし

た。だから、学生にとって私の存在は、砥石のようなも

かりであった。
「お前は死んだものと思っている」。

のではなかったと思う。何故なら、天下の名刀が砥石で

・

・

今を去る36年前、ドイツの拙宅に恩師高橋功宜先生か

磨かれることによって輝きを増すように、私と交わると

ら知らせが入った。岩手大学で声楽の教官を公募してい

とても痛いけれど、交わり続けることによって学生は輝

る、と。私が住んでいた町は、岩手で言えば遠野のよ

きを増すと思ったからである。名刀と言われる刀や包丁
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おもいで●

は数あるけれど、名砥石というのはない。すなわち砥石

の車での走行距離、36,254㎞。学生の参加は、延べ人数

は脚光を浴びてはならないのである。それが私の理想だ

にして384名でした。

った。だが思い返してみると、ちょっぴり脱線すること
があったかもしれない。
私が最も尊敬する指揮者ブルーノ・ワルターが、如何
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

なる名曲でもその指揮者の水準まで下がる、とかつて言
っていた。これはとても怖い言葉である。本学が如何に
優秀な人材を集めても、関係者の意識・レベルによって
発展もし、衰退もすることを示しているからである。
私は学生を見縊らなかった。岩手大学は人材の宝庫だ
った。その優れた環境の中に35年もいて、私は本当に幸
せだった、と今心からそう思う。

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

思い出
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− Walking the Garden Stones −
思い出と震災復興

英語教育科

Mike Unher

私が初めて日本にやって来たのは真夏の1981年7月14

芸術教育科
煤

孫

康

日（フランス革命記念日）。私は興奮と不安、そして興

二

味津々でした。学生時代、ヨーロッパで旅行や留学など
昭和61年４月に岩手大学に赴任して今年３月で31年に
なります。前任校の上越教育大学では雪との闘いの３年

しましたが、これまでにアジアを訪れたことはありませ
んでした。

間でした。そこでは木工、金工、窯芸の実習担当で、学

しかし、若い頃からすでに日本と繋がりがあった気が

生とともに北陸・近畿地域の工芸文化を学ぶため研修ツ

します。12歳の誕生日にソニーのラジオをもらい、アメ

アーを企画し様々な場所を訪問しました。

リカでは「スキヤキソング」と呼ばれていたエキゾチッ

岩手大学へ移動してからは教科教育科目担当になり、

クな曲「上向きに歩こう」を聞きました。5年生の時、

美術科教育法や工芸科教育法を受け持ちました。小学校

学校で俳句の書き方を学び、五・七・五の十七音定型詩

中学校との共同研究を盛んにし、県内各地の現状の把握

も作りました。高校では、初めてのペンパルを思い出し

に努めました。

ます。彼は日本人でした。彼が手紙で描く東京はとても

教育学部での残りの５年間は東日本大震災の復興に従

興味深く、剣道、部活、お弁当、中靴、高校入試などと、

事しました。人生でこんなにも恐ろしい経験をするとは

手紙に書かれた日本の高校生活を想像するのが、私みた

思ってもみませんでした。2012年から「アートでできる」

いな若者のアメリカ人にとって困惑ながらも、好奇心が

復興支援を開始し、主に南沿岸を担当しました。陸前高

湧きました。大学院では、狩野派に興味を持ち始め、日

田市、大船渡市、釜石市です。三陸鉄道南リアス線の全

本へ来る決断をする前の年には、何人かの日本人に英語

線復旧に関わった「すぺすぺプロジェクト」では学生た

の個人指導をし、日本についてどんどん魅力を感じ、で

ちに助けられました。2014年４月５日、南リアス線全線

きるだけ早く訪問することに決めました。

再開しました。５年間のプロジェクト活動は、盛岡から
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東京で会社員として毎朝込み合った地下鉄で通勤を始

［思い出］

めて2年目の1983年、岩手大学で勤める機会が訪れまし

経験は、その後の私の研究者、そして教育者として成長

た。当時、英語学科の教授、大澤先生に、「緑の森、澄

するきっかけとなりました。フルブライトとは、その後

んだ川、美しい山々」と岩手の素晴らしさを電話で語ら

も関係が続き、面接選考委員として日米の相互理解に貢

れ、私は、直ちに喜んでその仕事を引き受けました。岩

献したとして、2016年にキャロライン・ケネディアメリ

手の宝物はそれだけでなく、私が惚れたのはもっと大事

カ大使から、大使公邸でのレセプションに招待されたこ

な宝物、岩手の人々です。

とも直近の思い出です。

岩手大学での仕事は、楽しい毎日でした。生徒一人一

2011年に起きた東日本大震災の際に、震災支援として

人の成長や研究の支援、自分自身の研究、同僚との意

実施した心理支援の活動が、図らずもロシア政府に評価

見交換などできたことが、私にとって最高の宝物です。

されて、2014年にロシア政府主催のモスクワでの国際会

2011年3月11日に起こった悲劇で、岩手市民の生活とニ

議に招待されて講演を行いました。こうした評価をロシ

ーズをもっと知り、海岸沿いの町のチャリティー活動に

ア政府から受けるとは思いもよらなかったので、このこ

参加できたことで、生涯にわたる友人を作る事もできま

とは最近の大きな思い出です。

した。

退職後は、妻の実家がある神奈川県藤沢市に転居して、

日本で暮らし、仕事をする機会を頂けたのは、夢がよ

心理教育相談室を個人開業する計画です。相談活動を行

うやく実現したように感じます。これからも、日本と米

って相談にいらっしゃる方のお役に立ちながら、その相

国のそれぞれの社会に貢献し続けることが、私の一番の

談活動の中からにじみ出るような研究も続けていきたい

願いです。

と考えています。第二の人生ではなく、本番の人生とし
て活動していくつもりです。

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

思い出と今後について
特別支援教育科

我

妻

則

明

岩手大学教育学部には、1980年4月に赴任してきて以
来、36年の月日が流れました。長いような短いような時
間でした。
研究上の最初の思い出としてあるのは、1988年に東京
大学から保健学博士の学位を授与されたことです。障
害児の早期発見と早期療育について、日本で初めて実証
的に効果を明らかにしたことが評価されました。この研
究により、各自治体での障害児の早期発見と早期療育が
推進されることになりました。
次の思い出としては、1997年に、フルブライト奨学金
をいただいて渡米し、アイオワ大学とメリーランド大学
で客員教授として研究と教育に携わったことです。この
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［事務局だより］

連絡とお願い
○学部改組へのご質問やご意見を頂いております。北桐
会としましては、新しくなりました学部の将来を支え

平成28年度の北桐会は、６月に評議員会が開催され、

ていくことを確認いたしております。ご理解をいただ

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。現在

ければ幸いです。
○新たな卒業生・修了生の情報と、会員の住所変更・改

17支部があり、総会等の報告が寄せられています。

姓や会報の届いていない会員等のご連絡は、本誌折り

教育学部の学部改組により90名減の160名が募集人数
になり、
会運営の収入源の会費も大幅に縮減されました。

込こ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

評議員会では、今までの事業を取りやめることなく遂行

ております。もし訃報が入りましたら出来るだけ速や

されることが承認され、そのことを踏まえて予算の見直

かに事務局までご連絡下さい。

しと大幅な予算縮小を図っております。

○発行協力費が寄せられています。ご協力いただきまし

本年度本部常任理事会におきましては、新採用の先生

た会員の皆様に厚く感謝申しあげますとともに、何卒

（北桐会会員）２名を理事としてお迎えしましたことは、
年齢層が上がるメンバーの中に、新しい活力で大いに期

引き続きご協力の程お願いいたします。
○同封されました岩手大学同窓会連合会報をご覧下さ

待されるところで、学部との連携もより強固になった感
があります。

い。
○新たに支部を設立する地域がございましたら、本部ま

現在、皆様の支部活動の推進を勧めているなか、今年

でお問い合わせください。名簿等の資料と、設立準備

度の岩手大学長と卒業生と修了生の懇談会が、仙台市で
開催されます。当地での支部の応援が不可欠で、以前活

金を提供いたします。
○本年度から卒業生と修了生に、Tシャツに変わって

動をして頂いた仙台支部は現在消滅し、新たに新支部の
結成をお願いしているところです。関係会員の方々のご
活躍を心から念じております。他地区での支部結成の詳
細につきましては本部までお問い合わせいただくよう重
ねてご案内いたします。当会の名簿に掲載されている情
報と準備金を提供させていただきます。
教育学部が変わると同時に北桐会も新たな時期に向
かっております。皆様からの一層のご理解ご協力をいた
だきますようお願い申し上げます。
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バックインバックを贈答いたします。
（藁谷）

編集後記
おかげさまで「北桐」56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「台風10号からの復興」でした。東日本大震災からの復興途上に
ある岩手県ですが、今回の台風によってまた新たに豪雨災害が発生してしまいま
した。そこから現在に至るまで、どのような歩みがあったのかについて寄稿いた
だきました。台風10号の被災から半年以上経過しましたが、仮設住宅での生活を
余儀なくされている方々もおり、その爪痕は今でも大きく残っています。災害が
発生した時はメディアに被害状況が大々的に取り上げられますが、時間が経つに
連れて被災地とそうでない地域との間の隔たりがあることも否めません。
「復興と
は何か」を考え、機会がある度に多くの人と語らい、一歩一歩確実に歩みを進め
ていきたいものです。
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

桐
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