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［巻頭言］ かんとうげん●

　冒頭から酒席の話で恐縮です。昨年のお正月のこと、高
校時代からの親しい友人と新年会を行いました。そこでの
話相手は、民間企業や公的機関の管理職として活躍してい
る50代半ばのおじさん達です。曰く、「我々の時代はまだ良
かった。とにかく頑張っていればどうにかなった。道は開
けた。これからの若い人は大変だ。頑張ればなんとかなる
という保証がない。先が見えない。・・・」と。若手社員
を案じつつの言葉の応酬です。その後に、「今の学生は、こ
ういう危機感を持っているか？」と私に振られました・・・
　「先の見えない社会」と言われて久しいですが、正直私
には肌感覚がありません。上記の言葉には、社会の動向を
睨みつつ日々戦っている人々の実感が籠っているだけにハッ
とさせられました。彼らは若手社員がこのまま仕事を全うで
きるか？を案じていますが、その根底には先の見えない社
会への不安があり、またそこで生き抜くことの難しさを想像
しています。
　Society 5.0という言葉を耳にすることがあります。我国が
科学技術政策の基本計画（2016年）のなかで提唱した言
葉です。サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実
空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社
会的課題の解決を両立する人間中心の社会と定義され、超
スマート社会の実現を目指す壮大な計画のようです。門外
漢の私にはよくわかりませんが、ICTやAI（人工頭脳）な
どを駆使して、効率的に生産性を上げ、無駄がなく、個々
人に行き届いた便利な社会が描かれているようです。アナ
ログ人間を自負し、また時に便利は人を退化させるなどと呟
く私は、つい身構えてしまいますが、少子高齢化が進むこ
れからの社会が成り立っていくにはICTやAIなどをうまく活
用するのは必然なのでしょう。（自ら創ったシステムに翻弄さ
れる近未来は勘弁願いたいが。）
　少し話を絞ってAIです。AIがこれからの社会の重要な
要素となることがかなり現実味をおびてきています。AIが

当たり前に活躍する社会は、今とは隔世の感があるでしょ
う。現在、インターネットで少し調べるとAI関連の多様な
記事・解説が満載です。なにを信じて良いのか？・・・納
得できることの一つは、「倫理」が重要なキーワードとなるこ
とです。またわかりやすい危惧の一つは、人と機械（AI）
との職業分担の問題です。消える職業ランキングが散見さ
れるとともに新たな仕事ができるから悲観しなくてもよいと
の記事も見かけます。単に悲観しても仕方ありませんが安
易に安心できる心境でもありません。
　さて冒頭の新年会の会話です。私は教育学部で日々教師
志望の学生と接しています。教師は将来的にもなくならない
／なくなってはいけない職業だろうと思います。その意味で
は学生たちに危機感はないだろうというのが、とっさの私
の返答でした。しかし考えなければならないことがありま
す。彼らは教師となってこれからの子どもたちに何をどのよ
うに教えるべきか？そのために大学では？重い課題です。
　先の見えない社会に向けて、我国で1996年に「生きる力」
の概念が提示されたことは比較的早い動きだったと思いま
す。（学習内容の大幅削減には同調できませんが。）新学習
指導要領（2017年公示）では、さらに文科省の本気度を感
じます。ここで取り上げたAIの問題はこれからの教育を考
える上で大きな要素の1つとなるでしょう。先の見えない社
会には他にも様々な要素があります。多様な要素を念頭に
不易流行のバランス・中味がやはり大事だと思います。また
無機質なものや仮想○○が有機的に組織化・自立化して社
会のなかでの役割を増していくなら、その一方で人間らしく
生きることの意識も増していくことを期待したいです。巷で
盛んに言われていることですが、冒頭の新年会の会話から
これからの教育の重要性を改めて感じたところです。北桐
会会員の皆様はいかにお感じでしょうか？

（昭和60年度卒、甲二類・理科）

ある新年会の会話から

　菊　地　洋　一　

　　　　　　　　岩手大学教育学部　理科教育科
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［特集］

小学校英語教科化に向けた
八幡平市の取組

　本市では、平成32年度の小学校英語教科化に向けて本
年度４月に設置された市教育研究所重点研究部会に英語・
外国語部会を設置し、研究を始めている。
　まず初めに、本市の現状把握のためのアンケートを実施
したところ、次のような課題が明確となった。

　・　小学校外国語の授業について、準備時間、教材
研究の時間増、授業で英語を使うことへの負担を感
じていること。（アンケート結果　82％）

　・　教科として実施するうえで、英語力、教材、教具
の準備に不安があること。（アンケート結果　92％）

　・　移行期間、本実施の授業時数の確保が難しいこと。
　・　T1としての授業意識が低いこと。
　・　モジュール型の授業をイメージできないこと。
　・　適切な評価とそのための評価規準が明確でないこ

と。

　そこで、英語・外国語部会の研究員を中心に、以上の課
題の解決に向けた取組を進めている。
　まず、３年計画で「八幡平市英語プログラム」の作成す
ることとして、次の３点について示すこととした。
　①　授業者（T1）の在り方の明確化
　　　…ＡＬT任せからの脱却
　②　八幡平市スタンダードの作成
　　　…評価規準、評価の観点　
　　　等の設定
　③　授業パタンの例示　…負担感の軽減
　さらに、移行期間に活用するものとして、「SWITCH 
ON！」（発売元＝株式会社 mpi 松香フォニックス）という
DVD教材の購入も予定している。これは、15分×３部構成
で作られており、モジュール型の授業に対応できるものであ
る。45分の授業でも取り入れることも可能で、指導者の負

担軽減としての授業支援で
あるとともに、指導者の英
語力向上につながるものとと
らえている。また、英語の
時間は「先生と子供たちが
一緒に楽しむ」時間である
ことをまず実感させ、英語

に対する意欲化を図ること
も期待される。
　また、県教委「英語が好
きになる学校づくり事業」
の研究指定校ともなってい
る本市の田山小の授業研修
会に、市内全小学校の英語
担当教員が参加し、小学校
英語の授業を参観し、授業
展開のモデル、担任（T1）
の役割とＡＬTの活用の仕
方などを協議した。
　なお、来年度のＡＬTの
小学校への訪問も増やす方
向で計画を立てる予定でいる。本市には、日本語も堪能な
ＡＬＴが４人採用されていて、心強い存在である。
　ただ、移行期間、本実施
に際しての時数確保につい
て、市教育委員会から本実
施を見通した無理のない時
数確保のための時間割編成
の具体例を、各校に情報提
供したが、どの方法にもメ
リットとデメリットがあり、
いまだ各校で教務主任を中心に検討が進められている。こ
の点については、実際に実践し試行錯誤しながら着地点が
見えてくるものと考えている。
　先日行われた市教育研究所発表会で、本年度の英語部
会の研究成果を報告し、市内全小中学校の全教職員で共
有した。その中で研究員から、アンケート調査の負担、不
安感の数値をもじった「Change &Chance！Team   82-92  
Hachimantai」というキャッチフレーズで、先生方への励ま
しがあった。今回の小学校英語の教科化を、「負担増」と
とらえるか、「変われるチャンス」ととらえるかで、子供たち
の笑顔の量は明らかに変わるであろう。ぜひ、本市の各学
校の教室で、先生方と子供たちが笑顔で取り組む英語学習
の実現に向けて、現場のニーズを大事にしながら、引き続
き万全を尽くしていきたい。

（昭和62年度　小学校教員養成課程　教育学科）

　　　　　高　畑　嗣　人

八幡平市教育委員会　教育指導課長　　　　　
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外国語をとおしたコミュニケーションを楽しみに
人に、学びに、未来に明るく向き合う子たちに

 文科省「外国語教育強化地域拠点事業」指定で、平成26
年度より小学校外国語の教育研究を進めてきました。
　「“What time do you get up?”って班の友だちに尋ねて、
早起きランキングを作ろう！」なんてcueを出すと、子どもた
ち、どうするでしょう？尋ねた答えを記入すべく学習シートと
鉛筆を手に、無言で、或いは「何時？」などとぼそぼそつ
ぶやきながら相手を指さす。指された子、「７時…」なんて
答え、それぞれが速やかに表を完成させる。かくて、班で
最も早起きの子が判明、ゲーム終了。めでたし、めでたし！
…子どもたちがゲームの完結を第一にする光景が、しばし
ば見られたりします。
　図①は「楽しいと思
うこと」のアンケートの
１項目の結果です。学
年が進むにつれ、より
多くの子どもたちが、
友だちとの会話を楽しむようになりました。冒頭のような対
話を実際にやりとりする場面を眺めていると、「え～、意外！」

「早っ！」などのリアクションが飛び交います。他の単元で
も、英語をとおして友だちとのコミュニケーションを心から
楽しんでいる様子に授業者もモチベーションが高まります。

“What do you want to be?”を扱った単元では、「私は、
これを皆に聞けるのをとても楽しみにしていました。普段、
日本語だと聞きにくいけれど、英語なら気軽に聞けると思っ
たからです。」という振り
返りをした子どももいる
など、子どもたちが、英
語をとおしたコミュニケー
ションの楽しさを味わって
くれている手応えを感じ
ています。また、図②の
ように、学年が進むにつ
れて「英語(の授業)が好
き・使えるようになりたい」
児童が増えてきていること、力がついていることも私たちを
後押ししてくれました（図③・④英検Jr. Bronzeセット受検
結果、⑤教員アンケート結果）。以下、概要です。

はじめに：この実践には、紫波
第一中学校とその学区の３つの
小学校（日詰、赤石、古館）、
県立紫波総合高等学校が当た
り、去る11月には、授業提案の
機会もいただきました。
しかけ①：モジュール活動　高
学年では、「毎週水･木･金の朝
活動時間15分×３回のモジュー
ル活動を経て45分授業」のサ
イクルをつくり、短時間でも英
語に触れる回数を多くとったこ
とは非常に効果的でした。
単元自体は年間35時間で
計画。45分授業につなげ
るべくモジュールではそれ
に関連したチャンツ、フォ
ニクス、ゲーム等を一定の展開パターンで、市販DVD教材
も用いて、薄く何度も慣れ親しませ（漆塗り）、自信を持っ
てコミュニケーション活動を楽しめるようにしました。
しかけ②：評価　「知識及び技能」「思考力・判断力・表現
力等」「学びに向かう力」の３観点による評価にシフト。パ
フォーマンス評価を用い、評価場面そのものがコミュニケー
ションの場になるよう心がけました。評価は○×のふるい分
けでなく、「できた！」を確かめ合い、モチベーションを高
める場と位置づけ、再挑戦も歓迎しました。
しかけ③：授業　例えば“Do you like cats?”と問う、目
の前の○○さん＝“you”が、猫を好きかな？と本当に思い、
答えが返ってきて驚いたり、喜んだり、…の活動を組みま
した。また、Eye contact, Clear voice, Smile, Gesture（頭
文字をとり“Xg”）を必ずALTに評価させています。Xgが返っ
てくるからこそ、子どもたちは安心してコミュニケーションを
楽しもうとすると考えます。
展望　培われた資質・姿勢が、学校で、さらに人生で主
体的、対話的で深い学びに繋がることを期待しています。

（昭和56年度　甲一類（中学校教員養成課程）英語科卒業）

　　　　　伊　東　雅　美

八紫波町立日詰小学校　校長　　　　　

図①　楽しいと思うこと

図②　英語（の授業）について

図③（上）、④（下）
英検 Jr. 成績

図⑤　教員：英語の授業について
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［桐の葉物語］

高　橋　美　紀

　講義の時間が終わると一斉ににぎやかになる学食前、
風が運んでくる木々の青い香り、遠くから聞こえてくる
楽器の音。目を閉じると、大学で過ごした日々が鮮やか
に思い出されます。今回原稿を書く機会をいただき思い
返してみると、卒業してから８年近くが経っていたまし
た。それでも思い出が色褪せないのは、大学での生活が
新鮮で刺激的だったからでしょう。
　高校までの生活とは全く違い、大学では時間割から空
き時間の過ごし方まで自分で決めるということが一番の
違いでした。１・２年生の頃は、自由に使える時間をど
う使えばいいのかとても迷いました。やるべきこと、や
りたいことがたくさんある中で、今しなくてはいけない
ことは何なのか、自分に問いかけながら過ごす毎日は楽
しい事ばかりではありませんでした。しかし、自立する
大切さを学んだ何にも代えがたい経験だったと思いま
す。３・４年生では、教師になるために忙しい日々を過
ごしました。３年生の後半から、教員採用試験に向けて
準備を始め、友達と励まし合いながら夜遅くまで演習室
で勉強をしました。担当教員の先生が時には厳しい言葉
を、時には甘いお菓子を差し入れて叱咤激励してくださ
いました。体育の実技試験の自主練習では、一緒に練習
をしていた友達が、運動音痴な私のために側転や逆上が
りの補助をしてくれました。体育科の先生がわざわざ見
に来てくれたこともあります。それまで一度もできな
かった逆上がりが試験１週間前にできるようになり、本
番でもできたことは大きな自信になりました。周りに支
えてくれる人がいるありがたさを改めて感じました。
　初任地としてお世話になったのは、紫波町立日詰小学
校です。ベテランの先生方に囲まれ、教師としての基本
を教えていただきました。先輩方の話し方、立ち方、職
員室での過ごし方、全てが手本でした。少しでも先輩の
姿に近づきたくて、放課後に指導の仕方を聞いてみたり

教室をのぞかせていただいたりしました。何でも優しく
教えてくださる一方で、「自分のやってみたいことはま
ずやってみなさい」といっていただくこともありました。
そこで初めて受け身の姿勢でいたことに気付き、自分の
考えや思いをもって指導をすることを意識するようにな
りました。
　初任校で３年間お世話になった後、現在の久慈市立久
慈小学校へ赴任しました。防災無線から流れる朝７時の
あまちゃんの曲、市場や産直にならぶ豊かな海の幸など、
沿岸ならではの文化に驚き、岩手県には様々な地域があ
ることを肌で感じました。久慈小学校ではベテランの先
生方だけではなく、若い先生方もたくさん活躍していて、
いつまでも教わる側で甘えていてはいけないと、日々気
持ちが引き締まる思いです。初任の頃は経験を積むこと
で指導もよくできるようになると漠然と思っていました
が、忙しい日々の中でも指導を振り返りながら改善して
いくことが大切なのだと思うようになりました。一生懸
命頭をひねって構想した授業で、「わかった！」と顔を
輝かせたり、全力で問題に取り組んだりしている子ども
の姿を見ると、もっと頑張ろうという気持ちになります。
　こうして振り返ってみると、友達、先輩・同僚の先生
方、たくさんの方々に背中を押していただいて自分はこ
の場に立っているのだと感じます。あの時試験を一緒に
頑張ってくれる友達がいなかったら、あの先輩方・同僚
に出会えなかったら、違う自分になっていたかも知れま
せん。人としても教師としても未熟で反省の毎日ですが、
できることを精一杯の力でやることが今年の目標です。
今度は誰かを支えられるようまずは自分の足でしっかり
立ち、そして、未来に生きる子ども達のためにいい先生
になれるように頑張っていきます。

（平成23年度　教育学部小学校コース国語科サブコース卒）

今の私があるのは



　　　

佐　藤　慎　悟

　岩手大学を卒業して７年が経ちました。はじめは苦労
していた教員生活も、先輩方の支えによって、今は教員
としての楽しみを感じることができるようになりまし
た。
　今回、「北桐」の原稿依頼を受け、これまでの自分を振
り返る良い機会となりました。思い返すと、様々な人に
経験するチャンスを与えられてきたことで、今の自分が
あるのだと実感します。その経験を述べてきたいと思い
ます。
　岩手大学に入学した当初は、正直なところ、教育学部
でありながら教員への道はあまり考えていませんでし
た。人に教え、人を育てるという立場は自分には重すぎ
ると感じていたからです。しかし、教育実習を通して自
分の考えは180度転換することになりました。力不足な
自分に、熱心に教えてくれる先生方。未熟な授業でも必
死に答えてくれようとする子どもたち。別れの時には涙
を流しながら見送ってくれた子もいました。その姿を目
にしたとき、教員という職に就きたいと考えることにな
りました。その後、教員となるために必要な勉強を様々
な先生に支えられながら行いました。卒業論文の研究を
支えてくれた山崎浩二先生、採用試験のために勉強会を
開いてくれた立花正男先生には特に感謝しております。
　教員になってからも、様々な人と出会い、経験をさせ
てもらいました。初任の滝沢市立滝沢中学校では、たく
さんの先輩方から教わることばかりでした。先輩方は教
科の指導について「いつでも見に来て」とやさしく声を
かけてくださったり、部活動では初めてで何もわからな
い自分に、どうすればよいかを教えてくれました。また、
私が指導について苦しんでいるときに、時間を割いてア
ドバイスをしてもらうなど、様々な苦労をかけたことと
感じます。そのおかげで今、私は教員を続けていられる
のだと思います。
　現在は、久慈市立山形中学校に勤務し、生徒と日々向
き合いながら教員生活を送っています。専門外の教科を
受け持つなど、新たな経験もさせてもらい、教員となっ

ても学ぶことばかりです。今でも指導については簡単に
はいかない場面が多くありますが、指導するうえで、今
までの経験が非常に役立っています。先輩方から教えら
れたことだけでなく、中学生の時の経験である生徒会執
行部、合唱、部活動など、「こんなところで役に立つのか」
としみじみと感じています。その経験の場を作ってくれ
た人も先生方であり、本当に感謝しています。
　もちろん、うまくいかないこともたくさんあります。
自分の思いをうまく伝えられなかったり、想定したこと
とは別の方向に行ってしまったりと、今でも失敗続きで
す。生徒にも迷惑をかけている部分も大いにあると思い
ます。しかし、熱意をもって伝え続けることで伝わると
いう経験もしました。卒業の時に見る、生徒の成長した
姿は、たとえどんなにそれまでがつらくても、この仕事
をやっていてよかったと感じます。また、行事の時など、
今までとは違う姿を見たときは感動して涙が流れる思い
です。
　自分の子どもも生まれ、親としての思いも少しは分か
るようになってきました。ひとつひとつの成長を喜ぶ一
方、子の体調不良で休まなければならない時もあり、大
変な一面もあります。今、目の前にいる生徒が、どれだ
け中学生になるまでに愛情を注がれ、苦労して育てられ
てきたかを考えると、自分たちに託されている責任感を
改めて感じます。しかし、それを越えるやりがいがこの
仕事にはあると思います。
　まとまりもなく大学生活や教員生活などについて述べ
ました。この中では書き尽くすことができないほど多く
の人と出会い、様々な経験をする場をいただきました。
この経験一つ一つが自分の糧となり、将来へつながって
いくことを日々感じています。これからは自分が経験す
る場を作っていく番だと思います。まだまだ未熟な私で
すが、生徒へも様々な経験ができるように私がまず、学
び、教えていきたいと思います。

（平成22年度　学校教育教員養成課程　中学校数学科　卒業）

経 験 と 感 謝

─ ５ ─

きりのはものがたり●
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［桐の葉物語］

畠　山　貴　憲

　岩手大学を卒業し、八戸市で地方公務員として６年目
を迎えています。社会人として世間知らずだった私に
とって、毎日の仕事はとにかく失敗の連続で恥をかくこ
とばかり。自分の不甲斐なさに挫けそうになることもあ
りましたが、それでも悪戦苦闘しながら、とにかく前だ
けを向いてがむしゃらにやってきました。そして、気付
けば卒業から約８年。今では大学時代が遠い昔のような、
とても懐かしく感じる思い出になりつつあります。
　今回、「北桐」の原稿執筆依頼をいただき、まだまだ人
生経験の浅い自分が書いてよいものかと少しためらいま
したが、これまでの自分を振り返る良い機会ですので、
思い切って述べさせていただきます。
　私が所属した芸術文化課程造形コース美術（通称：芸
美）は、個性豊かというより個性が爆発したような学生
が集まり、学内でもいろんな意味で有名な学科でした。
　教室の壁には木炭でイタズラ描きをし、制作途中の
キャンバスに囲まれながら皆で鍋をしたり・・・。時に
は漫画家である先輩の原稿のアシスタントをしたりと、
とにかく非日常の連続で飽きることの無い毎日でした。
冬には、冬季国体会場に設けた雪壁にスプレーで壁画を
描いたりと、これも芸美ならではというアルバイトもし
ました。
　私の専攻は主にキャラクターデザインで、日々自分の
部屋でパソコンと睨めっこしながらの作品制作でした。
あまり研究室には顔を出さない私でしたので、担当の本
村先生におかれましては、心配ばかりおかけしてしまっ
たと思います。そして、さらに専攻分野を深めるために
大学院まで進んだ私を修了までご指導いただき、本当に
お世話になりました。
　さて、ここで急に変わりますが、何故私が美術の道を
志したのかというと、私は小さな頃から漫画やアニメが
大好きで、いつかは自分が想像するキャラクターやイラ
ストを自由に表現出来たならいいなと、そんな漠然とし
た想いを持っていました。
　そして、高校の頃にお世話になった、芸美の前身であ

る特美（特設美術科）出身の先生からの特美の紹介や大
学生活の話がきっかけで、それまで何となく絵が上手く
なりたいとぼんやりとした気持ちが、もしかしたら将来
プロとしてやっていけるのかもしれないと具体的な夢に
なり、そこで初めて美術の道へ進みたいと決意し、芸美
への入学を志しました。それまで作品を一つも残したこ
とがなく、ろくにデッサンも出来ない私でしたが、なん
とか芸美に入学出来たのは本当に運が良かったと思いま
す。
　入学当初は同級生とのレベルの違いにショックを受
け、なかなか人前に作品を見せることが出来ず劣等感に
苛まれることもありましたが、それでも同級生や周囲の
励ましなどもあり、少ない機会ではありましたが、コン
ペにも出品することができました。そして、最後に学生
生活の締めくくりである卒業制作展を皆と一緒に開催す
ることが出来たのは、嬉しさと共に、これまでの自分の
軌跡、確かな足跡をようやく残すことが出来たんだなと
実感しました。
　芸美での学生生活で学んだこと。それは、下手なのは
当たり前、今さら隠して取り繕うことはせずに開き直る
こと、怖さ・恥ずかしさを飲み込んで思い切って飛び込
む勇気が大事だということです。そして、こんな落ちこ
ぼれな自分でも仲良く接してくれた同級生との出会い
は、本当に何よりも大切なものでした。
　貴重な経験、多くのことを学んだ大学生活６年間は、
人生において最良の時間だったことは間違いありませ
ん。現在の私は、残念ながら絵の道で食べていくという
夢は叶うことなく、美術とは無関係な仕事に就いていま
す。最近、ふと芸美で過ごした刺激的な学生生活を思い
出し、その懐かしさにペンを取り絵を描くことがありま
すが、もしかしたら、まだ心のどこかで“夢”がくすぶっ
ているのかもしれませんね。

（平成21年度　教育学研究科　教科教育専攻　美術教育専修修了）

岩手大学での 6 年間
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きりのはものがたり●

伊　藤　紀　幸

　毎年、３月の大学入試合格発表をニュースで見ると、
受験票を握りしめ、掲示板の前に立ち、ドキドキしなが
ら自分の番号があるかを探し、見つけたときには飛び上
がって喜んだことを思い出します。この「北桐」の執筆
依頼を受け、それから２３年が経った自分を振り返る機会
をいただきました。岩手大学で培ったことは、学問だけ
ではないと考えさせられています。
　大学生活を初めて新鮮だったことは、「自分自身で決
めること」でした。高校では、自分が進みたい方向性は
あるものの、ほぼ与えられたカリキュラムに従って学ん
できました。それが一転し、大学では、自分の学びたい
講義や時間帯を自分に合わせて決められるというのは、
自分のレールを決めてもらえない不安さがあるものの、
主体的に考える大切さを学びました。教員になりたいと
いう夢をできるだけ確実にするために、小学校１種免許
の取得を目指しました。その中で、得意な方ではなかっ
た「社会科」の講義で、「ゆさぶりのある授業の展開案
を考える」という課題で、授業づくりの楽しさを感じる
ことができました。現在、中学校数学科として授業の組
み立てを考える際にも、今でも大切にしている事柄です。
　さらに、今置かれている現状の中で自分がやりたいこ
とを実現する楽しさを教えてくれました。在学時代、写
真をきれいに撮ることにはまり、同じように写真の楽し
さを共有できるようにと、友達と写真サークル「シンシ
アリー」を立ち上げました。今では、SNSが普及してい
るので、簡単にできることも、当時は難しいことでした
が、少しずつ仲間が集まり、最終的に２０人近くの仲間
と共に、遠征をし、同じ被写体で様々な写真を取り合
い、共有し、意見を言い合い、酒を飲み交わすという活
動ができました。集大成として、岩手銀行の赤レンガ館
でグループ展を開催できたこともいい思い出になってい
ます。また、その撮影の技術が今でも生徒の活動の様子

を伝えることに生かされ、さらに動画編集などへも発展
し更なる趣味の１つにもなっています。
　また、人とのつながりも大きかったです。私たちの年
から、黒石野中学校での教育実習が始まりました。そこ
で指導していただいた指導教官の先生からは、実習中だ
けでなく、その先生が指導主事になってからも、学校訪
問指導で何度もご指導をいただき、数学の指導について
たくさんのことを教えていただきました。他にも、岩手
大学出身の先輩の方々からも、公私ともにたくさんのこ
とを学ばせていただきましたし、後輩からも、新しい岩
手大学の教育方針を教えてもらい、刺激を受けています。
加えて、当時の仲間と会い、教育現場ではない職種で働
いている様子を聞くのが新鮮で、そこからも刺激を受け
ます。ある先輩から、「教員と深くつきあうのもいいが、
別な職種の仲間を増やせ」と言われたことがあり、現在
それを痛感しています。私たちの仕事は、教育現場とい
う狭い中で、生徒を広い世界へと飛び立たせることにあ
ります。私たちが書物ではなく生身の広い世界にふれる
には、その広い世界の仲間だと思っています。そのこと
を教えてくれたのも岩手大学を卒業した先輩でした。
　そんな尊敬できる先輩方となりたい自分を追いかけて
いましたが、４０歳をとうに過ぎ、今の岩泉町立小本中学
校で７校目。気がつけば中堅という立場となりました。
岩手大学で学んだ「主体的に物事に取り組む姿勢」「楽
しさを共有する方法」「人とのつながり」を今度は、後
輩や自分の子どもや生徒、地域の人たちなど、周りに伝
え、広げていく立場になっていると最近感じます。その
ためにも、今後もさらに飛躍できるよう精進していきた
いと思います。

（平成10年度　教育学部中学校教員養成課程(甲㈵類数学科）　卒業）

「岩手大学という出会いに感謝」
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［桐の葉物語］

及　川　千　暁

　年をとったせいだろうか、大学時代を思い出そうとする
と、10代の記憶と重なってしまう。
　国道46号線沿い、岩大体育館との間に借家があった。
坂の上、通称「薄っぺらい家」―――大学の敷地とフェン
スで仕切られた庭はさらに薄っぺらかったが、そのうち１
ｍは本当は岩大の土地なのだと、大家さんが言っていた。
小学５年から大学２年までの10年間、家族で住んだ。
　引っ越し当日、20ｍ先の教育学部正門にアイスの自動販
売機を見つけた。コンビニなどない時代、夜中でも正月で
も、アイスが食べたくなったらいつでも買えるのだという安
心感が私をときめかせた。後から家の並びにできたラーメ
ン屋もパン屋も、そのときめきには適わなかった。

【小学校時代】 「ちいちゃーん！ばいばーい！」友達は道
路向こうから毎日叫んで下校した。私が居ようが居まいが
関係なかった。
　大学祭に爆風スランプが来た時には、部屋で聞いた

4 4 4

。
【中学校時代】 始業式かどうか自信のない朝は、２階の
窓から坂の下に目を凝らした。「（中学生が）来た！（学校へ）
行く！」と家を出る、適当な中学生だった。
　大学の屋外プールに夜中忍び込んだら貸切か？と企んで
いたことがある。ちょうどその頃、日曜の朝ごとに、岩大
構内で大規模な自転車鬼ごっこをしていたクラスの男子10
数名が、近隣住民からの通報により中学校に一斉検挙さ
れた。１人プールはやめる事にした。
　構内を通って下校中（本来通学路以外の下校はアウトで
す）、野球部の高校生に話しかけられた。ランニングの隊
列を自ら離れてきたその人は、兄の友達だろうか、いや違う。
何を聞きたいのだろうか。一生懸命考えて真剣に応答した。
今にして思う、あれば「ナンパ」だった。
【高校時代】 HRは河岸段丘の上の校舎3階にあったが、
自転車と１段抜かしで10分で着いた。緑ヶ丘支店に徒歩通
勤する父を追い越しながら、毎日爽やかに手を振った。
　大学生になった剣道部の先輩が2人「計算させて！」と
家に来たことがある。クラスの教科書購入係になったとの
こと。キラキラした先輩方を見て思ったのは、来年は私も
岩大生になっていたいが、教科書係にはなるまいというこ
と。笑ってばかりで計算は一向に合う気配がなかった。
　センター入試の日は、母に味噌汁を出してもらい、８人
の友達と家で弁当を食べた。緊張感のない試験だった。
【大学時代】 剣道部の朝練には、家で稽古着・袴に着替え、
フェンスを乗り越えて通った。『ウェストサイド物語』のシャー
ク団気取りでいたが、多分プロレスラーのリング入りみたい
だった。フェンス向こうに生い茂る草は、私の通るところだ
けが踏み分けられた。いつも「忍びが通る～けものみち～」

の『カムイ伝』を口ずさんでいた。
　スパー岩大前でのバイトを終え、遅れて参加する友達ア
パートでの忘年会。近道と思って自転車を飛ばしたのに、
工学部裏門はなんと閉まっていた。引き返す時間が惜しく
て、自転車を持ち上げてから門を跳び越えた。レスラーの
リング入りのように。
　剣道部の友達が「千暁さんいますか？いない？あれ？おか
しいな」と言って、何度かご飯を食べに来たことがある。
私が居ようが居まいが関係なかった。及川家は少食だった
ので、大学生の食べっぷりを母はたいそう喜んだ。
　「及川ー！元気かー！」明け方まで飲んだ先輩方が、道
路向こうから叫んだ瞬間、ファオンとサイレンが鳴った。『そ
この学生、静かにしなさい！』タイミングよく通りかかった
パトカーから、スピーカーを通して注意されたのだ。私は
布団の中で笑いながら目覚めた。

　夜中にも正月にも、アイスを食べたくなる事はついぞな
かった。引っ越す前、記念にと自販機から買った雪見だい
ふくは、なんだかとても小さく感じた。

NHK朝ドラ『凛 と々』を8：30まで見て、自転車に飛び乗
り河岸段丘を登って校舎３階まで駆け上がり8：40の始業
に間に合っていた。競輪選手のようだった。

　大学時代を思い出そうとすると、その４年間はもとより、
小５から大２までが思い起こされる。

　兄が就職し家を出た春、両親がそろって泊まりで不在と
いう日があった。生まれてはじめて１人だな、ちょっと怖い
なと思ったら、剣道部の先輩方や同輩がやってきて飲み会
をしてくれた。何せ時間は無制限、騒音は気にしなくてい
い状況だったので夜通し楽しんだ。レンタルビデオで『羊
たちの沈黙』『ガープの世界』を見た。最後は眠くて意識
矇朧になりながら、エンディングの“When I’m Sixty-
Four”を歌った。このフレーズだけ、何度も繰り返して。
　センター入試の日は、10人近くの友達と我が家で弁当を
を食べた。母にみそ汁を出してもらった。緊張感のない試
験だった。

　岩大の思い出は、４年間の学生生活は勿論だが、家の
立地上、10代の思い出と切っても切れないものである。

　◦選挙の夜毎、200ｍ先の盛岡体育館まで父と開票作
業を見に行った。

（平成７年度　教育学部小学校教員養成課程　卒業）

“This Used Be My Playground”
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名久井　良　明

　男は生まれながらにして何かが大きく欠けている存在
だ。だからこそ自分の生涯をかけてこの欠けを補い埋め
るべく激しい行動に熱中没頭する。女は完全無欠の存在
なので男が何故そんな命賭けの生き方をするのか分から
ない。
　エミリィは幼な馴染みのローベルト・コッホと結婚し
たが、彼は今にもアフリカ探検に行くと言い出しかねな
かった。彼の誕生祝いに彼女は顕微鏡を贈った。以来コ
ッホは顕微鏡下の細菌研究に没頭してフランスのパス 
ツールと並ぶ細菌学の創始者となった。
　十七歳のマルコ・ポーロは父や叔父と片道三年半程で
フビライ・ハンの元代中国に至り、様々に活躍してベネ
チアに戻った時、四十一歳になっていた。家人でさえ三
人が身内とは信じられず、なかなか家には入れて貰えな
かった。ジェノバとの戦いで入牢の身となったマルコの
口述と牢友のルスティケロが筆記した『東方見聞録』は、
やがてヨーロッパを席巻し、これに促された冒険家達に
よって大航海時代が起こったのだ。
　客人には暇をとらせても自分は火鉢から離れて応対し
たのは白瀬矗中尉であった。こんな白瀬であって、明治
というあの時代に国家の支援に依らず個人と民間で、し
かも漁船をわずかに補強した開南丸で南極に至り、突進
隊は南緯八十度五分に支援者名簿の箱を埋め、日章旗を
立てて頭を垂れた。
　吉田松陰がそう願った訳ではないが、松下村塾からは
明治維新を導く志士が幾人も現れた。クラーク博士の精
神を慕って内村鑑三や新渡戸稲造のごとき人物が排出し
たのもよくわかる。
　発明発見、冒険探検といった創造は、こんな変人、奇人、
怪物にしてものにすることが出来る。いつの時代も人々
の多くは、人々のようであれば安心し、衣食住や日常の
示現から飛翔することが無い。人が為すを漢字は「偽」
と表し、これにむなしい「虚」を合わせて「虚偽」とい

う。ソクラテスやディオゲネスが生きた古代アテナイの
社会もこの虚偽で溢れかえっていた。だからこそ、あの
ように真実に生き、死んだのである。“狂ったソクラテス”
とも言われるディオゲネスも、今もって問題の人物なの
だ。
　現代文明人間は、ここ五千年ばかりを人類の進歩や発
展とみなして疑わない。とんでもない！狩猟採集の移動
生活を長く長く続けてきた行動の時代から、河岸の低地
に集団定住の生活をするようになった五千年の文明史
は、人間が大きく変質し、後退し、病み惚け、深い悲し
みと苦しみに突入した迷いの時間帯なのだ。高度に俗文
明化し、低分化化している現代を見よ！虚栄、虚飾、虚
言、虚像が幅を利かせ、大手を振って闊歩している。
　教育とはこんな世間に見合う人間を育てることではな
い。世間が見落とし見失っている、人間本来の領域に熱
く生きる人間が導かれる事だ。だからあのカントが言っ
ているではないか。「私の誇りをルソーが正してくれた。
目を眩ます優越感は消え失せ、私は人間を尊敬すること
を学んだ。」
　この文明の世全体が、大自然の真逆にあることをまざ
まざと見ていたＪ・ルソーの言動は、フランス革命の到
来をも早めたと言われている。
　経済優先や科学万能とする現代を、人工偽為の陥没地
帯、又は不自然領域と捉える時、多くの難問奇問が次々
に解けて来る。異家を見、異言を吐き、異記し、異行を
とる異人に出会う時、人はようやく目覚める。異人とは
他でもない。文明文化礼讃の催眠術にかからない天然自
然の人物のことだ。文明人、社会人とはその時代によっ
て作られた人間であって、肝腎なところが深く眠ってい
て社会に操られている。

（昭和44年度　甲一類体育科　卒業）

異 人 に 出 会 う 時

きりのはものがたり●



　歴史ある北桐から「キャンパス便り」の依頼をいただき、この機会
に、大学生活に思いを馳せた。今、私の胸に強く大きく去来するのは、
ふるさと岩手の大学で学んだ喜びと、春から岩手の教員として働くこ
とができる、未来への喜びである。そして、今、ふるさと岩手が愛
おしく、未来の岩手を担う子どもを育てる仕事に就くことを誇りに思
えるのは、他ならぬ岩手大学に通っていたからこそだと考えている。
　高校３年の冬、岩手大学に入学することが決まった頃の私は、将
来の教職に対して強い希望はなく、身近な職業であり、人にものを
教えることが嫌いではなかったという理由で、なんとなく教職を志し
たことを覚えている。家から通える大学というのも魅力だった。しか
し、４年間で講義と実習を重ねていくうちに、私の心の中で、教師
になりたいという気持ちが、着 と々大きくなっていった。それは、子
どもが好きなことに加え、行く先々の学校で出会った先生方の、熱
い想いに触れたことによるところが大きい。小学校、中学校、特別
支援学校。どの学校現場でも、子どもたちへの惜しみない愛情と、
将来を担う人材を育てる仕事への熱意と誇りを感じた。
　また、地元の大学で学んでよかったと思うことが、もう一つある。

私は、アルバイトの繋がりで、県内の音楽イベントやチャリティーの
手伝いをする機会が何度かあった。そこで出会った、地元で仕事を
しながらミュージシャンとして活動している方や、岩手の特産物を使っ
た昔ながらの料理人の方は、本当に温かい心の持ち主で、岩手に住
み、岩手に愛情と誇りをもっていた。「愛郷心」にあふれた人生の
先輩方に憧れた。将来自分も、岩手人であることを誇れる大人にな
りたいし、そう思ってくれるように子どもたちと関わっていきたいと
思った。岩手大学だからこそ、岩手の他の職種の方との出会いがあり、
岩手の教員となることを決めた大きな要因となった。
　大学生活は、私にとって、かけがえのない時間と空間だった。たく
さんのことを教えてくださった先生方、尊敬できる先輩方、ともに笑
い合ったすばらしい仲間たち。本当に素敵な巡り合わせがいくつも
あった。今までに出会った人たち、そして何より親への感謝は忘れ
ない。
　春からは教師として子どもたちの前に立つ。この先も、岩手への
愛郷心をもち続け、人間としの魅力にあふれる教師になりたい、と
強く思っている。

中　野　建　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　４年）

これまでと、これから

　岩手大学で過ごした４年間は、長いようでとてもあっと
いう間に過ぎていきました。書道コースに入り、高校時代
よりもかなり専門的に書を学び、書に向き合う日々を仲間
と共に過ごし、本当に多くのことを得ることができたと思っ
ています。
　この４年間で1番の学びだと感じていることは、「個性と
は何か」についてです。
　高校時代に学んできた書道の世界からステップアップす
ると、新たに学ぶことの多さ、自分の技量の無さなどから
劣等感を持ち、投げ出したくなることもありました。自らハー
ドルを上げすぎてしまい、できないとばかり感じ、心が折
れそうになることもありました。先生方や先輩方のご指導、
励ましの言葉を受け作品制作をする中で、文字の中に何か
を表現するとは、必ずしも上手に文字を書くことばかりで
はないのだと気付くことがありました。
　高校時代の私は、古典やお手本に忠実に文字を書くこ
とが目標だと感じ、字形の真似をすればよいとばかり思っ
ており、同じ筆致で書くことができただけでも達成感を持っ
ていました。しかし、大学に入学し書道を学ぶ中で、芸
術においては文字を上手に書くばかりではなく、文字に自
分の想いを乗せること、自分なりの表現をすることが大切
だと感じるようになりました。周囲の仲間と用具や文字の

書き方が違うことに不安を感じ、自信を失ってばかりだっ
た日々も、そこから少しずつ変わりました。
　教育実習などの活動を通しても、それぞれの「個性」は
大切でかけがえのないものだと感じることがたくさんありま
した。私は、自分自身の個性について自信をもつことが苦
手で、さらには自分を表現することはあまり良くないことで
はないかと思ったことさえありました。それを、書道を通し、

「自分らしさ」をもっと大切にしてよいこと、道がないなら
ば自分で切り開くこともできること、「個性」を認めること
は相手を受け入れることであることなど、これから生きて
いく上でも大切な考え方、受け止め方を学ぶことができま
した。自分に自信のなかった私にとって、大きな学びであ
り成果だと感じています。
　書道コースは、今では半数が教育学部から人文社会学
部となり、残念ながら現3年次をもって教育学部としての
書道科は幕を閉じます。プログラム等も変わってしまいま
したが、書に触れる学生の幅が広がった部分もあるかと
思います。書道を専門的に学んでいく人たちも、少しでも
触れる機会がある人たちも、書道を通じて文字の美しさ、
美しく書く技術だけではなく、生きていくことに繋がる発
見をすることができればとても嬉しく思います。

櫻　井　友莉香
　（教育学部芸術文化課程　書道コース　４年）

自分らしさ

［キャンパス便り］
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きゃんぱすだより●

　「北桐」の原稿を書くにあたり、自分の大学生活を振り返ってみる
と、今日に至るまでに多くの人と出会い、様 な々経験をしてきました。
特にも大学３年目となる今年度は特に濃密な時間を過ごしてきたの
ではないかと思います。入学した頃はあまり将来のことを考えずに生
活を送っていたのですが、サブコースに分かれ、いろいろな実習を
重ね、小学校や中学校の学校公開に参加するようになってからは、
自分と向き合って真剣に「教師」という職業について考えるようにな
りました。私は幼い頃からただ漠然と「学校の先生になりたい」と思っ
ていたのですが、大学でたくさんの時間を過ごしているうちに、な
ぜ教師になりたいのか、本当に教師になりたいのか、他にしたいこ
とは無いのかなどと自問自答を繰り返すことが多くなっていきました。
そんな中始まった８月下旬から約１か月間行われた主免実習は、今ま
での悩みを忘れるほどただひたすらに一生懸命だったような気がし
ます。友達と意見を交わしながら夜遅くまで作った指導案や上手くい
かなかった授業など大変なことばかりでしたが、それらは今になっ
てはいい思い出ですしそれらが私の力になっていることは確かです。
もちろん昼食や奉仕、短学活の時間での多くの学びや経験も全てが

かけがえのないものとなりました。そんなまたたく間に流れていく実
習の日々でしたが、生徒との関わりが私の中の「教師になりたい想い」
を大きく、そして強くしてくれました。生徒たちと共に学び、共に成
長していくことがとても楽しく感じたり、教えることの難しさに直面し
たときは生徒たちのために、と教材研究に奮闘したりしたことを今で
も覚えています。この実習を通して、私の悩みは消え、教師になりた
い気持ちは揺るぎのないものになりました。
　さて、実習からもう4 ヶ月が過ぎようとしている今、教員採用試験
に向けて勉強を頑張っている真っ最中です。周りの友達もそれぞれ
が夢に向かって努力しているのでその姿が自分の励みになっていま
す。また、試験勉強に行き詰まったときは実習録をたまに見て、全身
全霊を打ち込んだあの頃を思い出し、教員になりたいという気持ち
を昂ぶらせています。冒頭で今年度は濃い1年だったと述べましたが
来年度はこれまでの学生生活の中で最速で１日１日が過ぎて行くこと
でしょう。そんな中でも、常に目標を見失うことなく夢が叶うよう精
進していき悔いのない1年にしたいと思います。

井　面　聖　太
　（学校教育教員養成課程　学校教育コース

数学サブコース　３年）

出会いの中で

　岩手大学での３年間を振り返ってみると、たくさんの思い出が頭に
浮かびます。新しい環境での学びや生活に戸惑いながらも、これま
で友人たちと共に様々な経験をしてきました。その中でも印象的な
出来事は大学３年生として過ごしたこの１年間に凝縮されているよう
に感じます。研究室配属やゼミの合宿、部活動やサークルの引退も
記憶に新しいところです。大学生活にも相当に慣れ、人脈も広がり、
自由な時間が増えるこの１年間は、学業面においても生活面におい
ても、充実した年になった人が多いのではないでしょうか。
　そのような充実した時間の中で、やはり最も心に残る出来事とい
えば、８月から９月にかけての主免教育実習です。初めて教員という
立場で学校に通い、生徒と深く関わり合い、実習生同士協力して考
えた授業を教壇で実践した経験は何事にも代えられないものです。
現場の実態を知れば知るほど、生徒を思って手立てを考えれば考え
るほど、分からないことが増えていき力の足りなさを実感しましたが、
これまでの学びを見つめ直すことができる機会になりました。特に
意識したことが３つあります。
　１つ目は自分自身のことです。実習を通して自分は何が得意で何
が不得意なのか、今備わっている特長やこれから身に付けていかな

ければならない力など、自身のことを見つめ、どのような教員になり
たいかということを改めて考えました。
　２つ目は友人のことです。１カ月間の中で教室では勿論、退勤後
や休日にも大学で顔を合わせて授業の準備をしていました。お互い
に支えながら一緒に学んでいくことで、これまで以上に絆が深まり、
普段は関わらない同級生とも交流しました。後期の講義ではより多く
の友人と共に学ぶことができています。
　３つ目は家族やこれまで自分がお世話になった先生方のことです。
幼い頃から教員として働く両親のことを見ていましたが、教育学部で
学び、教員という同じ立場を経験することで、より父母のことを理解
できた気がします。激務の中でこれまで育ててくれたことに改めて感
謝と尊敬の思いを抱きました。これまで学ばせて頂いた先生方に対
しても同様です。
　４年生になると、教員を志す人、そうでない人もそれぞれの目標
に向かってこれまで以上に努力を重ねていかなければいけません。
３年間で学んだことを活かし、３年間で絆を深めた友人たちと共に
大学生活最後の１年を有意義に過ごしていきたいです。

小　嶋　望　史
　（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）

大学生活を振り返って

─ 11 ─



［思い出］─ 退官される先生方から ─

お世話になりました

理科教育科
武　井　隆　明　 

　42年間という本当に長い間お世話になりました。教職
員の先輩・同僚の方々、学生・卒業生の皆様方、不器用
な私とお付き合いいただき、本当にありがとうございま
した。
　学生時代は、学生運動真っ只中、1年生の時（’71年）
は授業料値上げ（月額1000円を3000円に）と沖縄返還の
反対運動でした。当時大学が末期症状と感じ、大学院に
進むことさえ選択肢にありませんでした。４年生の時は
これが最後と、卒業研究は一生懸命やったつもりです。
そんな私がお世話になるきっかけは恩師がこちらで非常
勤をされ、就職先もなく困っていた私を紹介してくれた
ことです。当初３年契約で学卒での採用で、私の前任者
同様、３年で辞めるつもりでした。が、何故か勤まると
勘違いして現在に至った次第です。理系の学卒であり、
今ではありえない話です。ただ、私と似た考えを持った
大学院修了生なら交代すべきと覚悟はしていたはずで
す。逆に学卒故か、周りの先生方と考えが違うなと感じ
る場面は多かった気がします。
　一言言っておきたいとすれば、やり続けることの重み
についてでしょうか。自分がやり続けるべきは何かを時
として問い続け、実行し続けていれば、以前には考えら
れなかった自分に出会えるということですか。その際、
ライバルを決めて切磋琢磨するのも良いでしょう。
　私自身は理学部出で、当初は教育学部の授業、特に理

　お世話になった教育学部の先生方₃名がこの
₃月に退任されます。

科概論（今の小学校理科）の実験などはどうやってよい
か不安だらけでした。しかし今では「先生として、自分
に足りないものを感じたら、それを補う努力を続けてく
ださい」などと偉そうに言ったりしています。どんな職
業でも採用されることが問題ではなく、その後でどんな
勤めをしたのかが問われるのではと思います。私には今
だからこそ、怖い問いですが。
　一方、岩大は68周年、新制大学の歴史の短さも改めて
感じました。大学や教員養成とはこういうものと決めつ
けず、様々なタイプの卒業生を送り続けることを意識す
るのもよいのではと今でも思ったりしています。

岩手の１４年を振返って

学校教育科
阿久津　洋　巳　

　２００４年の３月国立岩手大学最後の月に、私は教育学部
の助教授として採用されました。２００２年に長年住み慣れ
たアメリカから日本に帰国して、就職先を探し始めまし
たが、気候条件から考えて、札幌、函館、盛岡のいずれ
かに勤務することを希望していました。希望通りのとこ
ろに赴任できたので、大変うれしく喜び勇んで東京から
新幹線で盛岡にやってきたことを憶えています。
　盛岡の３月は冷たく澄んだ空気の中、高松の池から北
にかえる白鳥の鳴き声が聞こえ、期待通りのすばらしい
ものでした。岩手大学に赴任して、数ヶ月たったある
日、学生と研究室で話をしているときに、「最近は、暑
い日が続いているが、そろそろ天井のあのたりから涼し
い冷気が吹いてきて、快適になるんだろうね。」と期待
に笑みを漏らしながらいうと、「先生、あの天井の穴は
エアコンの空気が吹き出る穴ではありません。暖房用で
す。この建物にはエアコンはありません。」という返事に、
一瞬唖然とし悪い冗談を言われていると思いました。夏
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　新しいことを始めるといっても、その芽は、今までの
暮らしの中にすでに育まれているように思います。高校
まで過ごしたのは長崎県。校舎には、まだ戦時中の迷彩
用の黒いペンキが塗られたままでした。L字型の校舎の
角の教室には入り口が一箇所しかありません。その教室
で、小説家の林京子さんも学び、『空缶』の舞台となり
ました。原爆で親を亡くした級友の話です。2011年３月
11日の出来事は、原爆投下後の長崎の町を思い浮かばせ
ました。自衛隊の重機が入っています。大きな音をたて
ているはずなのに…音のない世界が広がっていました。
しかし、この沈黙の世界の中で、手を差しのべたり、互
いに手を取り合う姿があり、衝撃を受けました。災害が
起こると、それに便乗した経済活動が見られるそうです。
が、一方に、人のもつ最も美しい側面も見られるという
こと、事実として三陸沿岸の被災地で知りました。
　この姿をどのように伝え、災害に強く日常豊かさを感
じる地域の文化としていくかの研究・実践が、私のライ
フワークとなりそうです。
　最後に。10年前、癌を宣告された夫の通院に付き添う
ため、講義を0校時（7:00~8:30）にさせてと学生に頼み
ました。とんでもない無茶なお願いでしたが、一人の遅
刻も欠席もありませんでした！お蔭様であれから10年。
今も元気でおります。卒業生の皆様・保護者の皆様、あ
の時期温かく見守って下さった学部長の加藤先生や教職
員の皆様、本当にありがとうございました‼

は確かに期待はずれで厳しい場所でありました。近年は
校舎も改築され、教育学部の建物内にもエアコンが備わ
っている講義室が増えて快適になりました。いいことで
す。これが１４年の進歩です。仕事がら、小中高校に行く
機会がよくありましたが、教室も廊下も暖かく、立派な
暖房を持つ校舎が多いことに気がつきました。確実に日
本の教育環境はよくなっているようです。
　一方で、大学においても小中高校においても目に見え
ない制度や教員の勤務条件は、建物ほどには速やかに改
善されていないかもしれません。研究費の削減や授業負
担の増加など短い期間でみると条件は悪くなると見えま
す。しかし、長い目でみるとよい方向に動いていくと楽
観しています。
　東北地方の優秀な学生を集められるというのが岩手大
学の最大の強みです。私の周りの学生は過去１４年間勤勉
で人格的にも立派な人が多かったと感じています。元気
な学生と共に毎日新しいことを学習できる喜びを味わい
ながら過ごした１４年間でした。このようなすばらしい機
会を与えてくれた岩手大学教育学部に感謝するととも
に、学部と教職員みなさまの今後の発展を祈念して、退
職の挨拶とします。

Commencement を迎えて

英語教育科
　山　崎　友　子

　毎年春には、教師として社会に巣立つ若者を見送って
きました。「卒業式」は何かを成し遂げたことを祝する
節目のことですが、英語では新しい生活の始まりに重点
を置き、 “Commencement（始まりの日）”と言います。
はちきれんばかりの笑顔が見られる、学校行事の中で最
もうれしい日です。今年は、私自身もともに「卒業生」、
新しい生活を始める番になりました。

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

おもいで●
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［事務局だより］

　平成29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。来る

30年度には役員改選の年にあたります。本部といたしま

しては支部組織の充実も大いに期待するところで、支部

総会の様子なども届いております。

　大変うれしいニュースといたしまして、昭和52年中学

校課程国語科卒業の若竹千佐子会員が第158回芥川賞『お

らおらでひとりいくども』を受賞されました。同窓会員

の受賞、心よりお祝いを申し上げます。

　今年度の岩手大学長と卒業生と修了生の懇談会が、仙

台市で開催されました。参加された方々を中心に、仙台

市部発足に向けて関係会員にご苦労をおかけしていると

ころです。他地区におかれましても、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。

　教育学部の学部改組により新旧カリキュラム受講生が

混在する中、90名削減された160名規模の施設の見直し

も学部に迫った大きな問題であります。準会員の学生の

皆様が、よりよい環境のもとで就学できるよう同窓会と

しても支援していきたいと思います。

　学部改組が進行する中、新たに組織いたしました将来

検討特別委員会にて学部将来の検討が始まりました。主

な検討項目です。

　（１）　中学校10教科の教員養成維持について

　（２）　教育学部の機能強化について

　（３）　附属校園の在り方について

　教育学部の将来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。

　　　　　　　　　　　　　

連絡とお願い

○芥川賞受賞作家若竹千佐子会員へ、お祝いに祝電をお

送りいたしました。

○第11回岩手大学卒業生・修了生と学長との懇談会は、

平成30年７月28日（土）東京都文京区湯島ホテル東京

ガーデンパレスにて開催されます。関東地区の方々に

は、あらためてご案内を差し上げますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○30年度には会員名簿を発刊いたします。名簿につきま

しては作り方自体難しい時期にありますが、皆様から

様々なご意見や支援のお便りも頂戴いたしておりま

す。

　発行期日：平成30年８月、販売価格：4,300円

○教育学部の学部改組へのご質問やご意見を頂いており

ます。学部と北桐会の連携もにご理解をいただければ

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

姓や会報の届いていない会員等のご連絡は、本誌折り

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

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。

○同封されました岩手大学同窓会連合会報をご覧下さ

い。

○新たに支部を設立する地域がございましたら、本部ま

でお問い合わせください。名簿等の資料と、設立準備

金を提供いたします。

○本年度から卒業生と修了生に、バックインバックを変

更いたしましてキャンバストートバックに北桐会ロゴ

入りのキーフォルダーを贈答いたします。

（藁谷）
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　おかげさまで「北桐」57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「小学校教育　英語教育義務化の今」でした。今回の特集ではそ
れぞれのお立場から見た課題や展望について寄稿いただきました。小学校での英
語教育につきましては昨今多くの議論を重ねてスタートしておりますが、小学校
で教科化される英語学習を、中学校ではどのように扱っていくのかという「繋ぐ」
という観点も大切になると思います。目の前にいる児童・生徒の学びたいという
意欲を高め、その意欲を継続させていくことが、今の子どもたちに必要なことな
のではないかと・・。英語教育だけに留まらず、様々なアプローチを通して子ど
もたちの力を最大限に引き出していくことを忘れてはならないと感じております。

　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）

編集後記
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