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［巻頭言］ かんとうげん●

このたびの新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延を
とおして、人々の行き来や様々な経済活動、文化活動や
スポーツ活動が制限され、いかに私たちの日常が、多く
の人々との協働や交流によって支えられていたのかを再
確認いたしました。その一方で、私たちの生活にどんな
仕事や活動が不可欠なのかも改めて考えるきっかけにも
なりました。エッセンシャル・ワークと呼ばれる医療・
介護や食糧生産、ゴミ収集、スーパーや薬局などの小売業、
輸送、保安、保育などの仕事です。教育職もまたこのエッ
センシャル・ワークの一つに数えられています。その一
方でリモート・ワークという言葉も耳にするようになりま
した。それはエッセンシャル・ワークと対比されたりもし
ますが、教育の場合には、それによって教育活動が補完
される側面もあります。実際、大学でも昨年の春から、
多くの授業をリモートで行わざるを得ませんでした。し
かしその一方で、実験や実習、実技といった自らの体験
を通して学ばざるを得ない学習や授業中の学生同士の学
び、クラブ活動などは、年度の前半だけではありますが、
大きな制限を受けることになりました。

ところで、そんなコロナ禍後のポスト・コロナの世界は、
いろいろな意味でこれまでとは異なった社会へと転換せ
ざるを得ない、という予測もしばしば耳にします。リモー
ト・ワークなど職業の IT への依存や AI 化がさらに進み、
その中で消え去る業種や職業が出てくる一方で、働き方
の転換やエッセンシャル・ワークの労働環境や条件の見
直し、地方への移住などが促進されると言われています。
またコロナ禍をきっかけに教育の方法だけでなく、教育
の内容や教育のあり方自体が見直されるべきであると唱
える人もいます。たしかに私たちは、感染症対策や気候
変動、都市への人口集中、労働環境と格差の問題、そし
て経済成長優先の社会システムをはじめ、近代以降の社
会が積み残してきた様々な課題を、この機会に根本に立
ち返って見直してみる必要があり、それとともにポスト・

コロナの Society5.0 の社会を担う若者や子どもたちへの
教育のあり方についても検討しなくてはならないのかも
しれません。

そうであるとすれば、教育学部は、単に次世代の人材
育成にとどまらず、さらにその先の未来を生きる子ども
たちに対して広義の「生きる力」を育むことができる教
育能力と、未来を見通す目を養い、理想の未来社会を支
える世界観や人間観を提供できる人材を育てるべき責務
があることになります。

ふり返ってみれば 1946 年新生の岩手大学学芸学部は、
岩手大学の中でも最も広い分野に人材を輩出してきた歴
史を誇っております。私が大学院時代に大変お世話になっ
た先生は師範学校卒業後、岩手で教員を経験した後に大
学院へ進み、一時期岩手大学学芸学部で教えておられた
方でした。その意味では、私もまた間接的に北桐会の伝
統に育まれ、その恩恵を被っている一人です。私が岩手
大学教育学部のお世話になった当時は、一学年 350 名の
学生を擁し、教員も 110 名を越える大所帯で、実に多様
な分野の教育と研究が行われておりました。残念ながら
その後、少子化に伴う国の教員養成の方針に従って度々
改組が行われ、学生数は一学年 160 名、教員数もかつて
の半分近くに減少しました。しかしポスト・コロナの世
界を考えるとき、未来の社会を担う子どもたちに、新し
い世界の可能性を嗅ぎ分け、切り拓くことができる力を
提供する人材育成の点で、教育学部の責任はこれまでに
も増して重くなっていると言えます。そしてその責務を
果たすためには文系から理系、技術系や健康・体育、芸
術など広い分野で活躍しておられる諸先輩たちが重ねて
来られた歴史が、大きな支えとなります。長い歴史は高
い山に喩えることができ、その頂からは遙か遠くを見渡
すことができるように、北桐会の新入会員たちは、豊か
な伝統に支えられ、遠くの未来を見渡し、新たな世界を
切り拓いてくれるものと信じております。

コロナ禍後の世界を見据えて

宇佐美　公　生

教育学部長
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『ふるさと』～明日への希望～

突然の激しい揺れでした。今まで経験したことのないす
さまじさ、大船渡地区合同庁舎４階会議室。天井と壁から
鉄筋がゆがみ、コンクリートの破片もろとも突き出してきま
した。指導主事会議に参加していた皆さんは、机の下にも
ぐり、私は入口のドアの上をおさえながら「もう終わってく
れ、頼むから終わってくれ…。」力のない声を繰り返すばか
りでした。これでもかこれでもかという揺れと、唸るような
地鳴りが続くばかりでした。

揺れが収まり、非常階段を使い、駐車場に避難しました。
自動車のテレビから少しずつ情報がとれました。津波警報
が、大津波警報に変わり、３Ｍの予想、そして 10 Ｍを超
える恐れ…。自分の今までの地震と津波に対する認知の領
域では、想像できなくなり、一体どういう状況なのかをとら
える感覚が完全に反応できなくなっていきました。…仙台
空港の様子が映っていたことを覚えています。…電気系統
の断線、通信系統断線、携帯電話不通…会議に出席して
いた各市町（大槌町・釜石市・住田町・大船渡市・陸前高
田市）の指導主事の皆さんはすぐにも戻りたいということで
了解し、会議は延期。しかし、このこともあとで考えると
危機対応の大きな危険をはらむことでした。帰庁する皆さ
んへの安全に対する意識は、私の頭からとんでいました。

その後三陸町にある自宅・家族確認のために帰宅。国道
45 号線から見下ろした越喜来の街並みは、一面黒くなって
いました。国道の坂を数人の若者が、大きな息の隙間から、
「大丈夫だからねえ、大丈夫だからねえ」と口々に叫びな
がら、車椅子におばあちゃんたちを乗せて、懸命に登って
きていました。（浸水し、大きな被害を受けた介護施設の
職員さんたちでした）これ以降混乱の日々。

人事異動も凍結。３月の校長会議参加。数日かけて避
難所を回り児童生徒の確認ができたこと、ご家族が被災さ
れた子どもたちのこと（参加されていた方の中にも、ご家族
を亡くされたり住居が被災されたりした方が少なからずおら
れました）、避難所に携わった職員の献身的姿、避難所の
運営の状況、保護者への連絡の難しさ、学校という物理
的な場が無くなった戸惑い、ガソリン不足で通勤できない

教職員の状況、同僚の住居確保への思い（住宅被災・転任
内示による変更）親族を亡くされた同僚の心身の状態等々
報告されました。校長先生たちの苦悩（時には怒りにも見
えました）が渦巻いていました。この会議の連絡が伝わっ
ているかどうかさえもわからない状態です。服装や履物等
も通常時とは違います。卒業式はできるか、卒業証書はど
の方法で渡すか、高校の合格発表と手続き書類は誰が受
け取れるのか…。そして、学校再開の話し合いが行われま
した。使えなくなった学校の場所をどこに確保するのか・
安全確保はできるのか・保護者への連絡はどうするのか・
トイレや水道は間に合うのか・給食は何としても食べさせた
いができるのか…。そして、教育委員会からの４月 ２０ 日の
再開提示。一瞬会議室に本当にできるのかという思いがう
ねりましたが、あの時、校長先生たちは１つの決意を胸に
各学校に戻っていったように確信しました。この期日の目標
が、混沌の中のわずかなひとつの希望の役割を果たすもの
だったのかもしれません。

時は流れ、平成 28 年４月。大船渡市立赤崎小学校に
赴任。震災以降、蛸ノ浦小学校校舎で２校合同での学校
生活です。赤崎小の校長室は保健室の一角に壁をつけて
確保してありました。仮設住宅使用のため、校庭は限られ、
30 Ｍ走も難しいです。鬼ごっこをして転ぶと砂利のため、
膝や腕を大きくすりむいてしまう状況でした。でも、子ども
たちは２校の赤と青のジャージで仲良く元気よく学校生活を
過ごしていました。新校舎完成が間近に迫り、具体的な統
合推進の時期でした。統合のコンセプトを『ふるさとと「つ
ながり」、未来に「希望」をかかげる』と設定し、校名・校章・
校歌・ジャージ等を子どもたち・おうちの方・地区の方のア
イディアを募りながら決定していきました。そして、平成 29
年４月、新生『大船渡市立赤崎小学校』開校式、入学式。
子どもたちの伴奏のもと、全校児童による新しい校歌が、
新校舎体育館に響きわたりました。

（昭和58年　小学校教員養成課程　算数・数学科　卒業）

三　浦　和　人

大船渡市立大船渡小学校

［特集］東日本大震災から 10 年を迎えて
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		震災から 10 年「元気」「勇気」「希望」

2011年３月11日、大船渡市立第一中学校の視聴覚室にて、
２学年集会を行っていた。今までに経験したことのないとてつもな
い揺れが突然起こり、視聴覚室のスクリーンがガタンと落ち、窓ガ
ラスも尋常ではない音を立てて震えていた。ただただ、学年全員
を視聴覚室の中央に集めるしかできなかった。早く生徒を外に出
したかった。このまま学校が崩れてしまったら…と考えなんとしても
出したかった。揺れがある程度おさまってからの移動となった２学
年。これがまさに「てんでんこの判断」だと後から教師の判断
の重みを感じた。生徒の安全が教師の判断に委ねられる、改め
て教師という仕事の重み、生徒の命を預かっているという責任感
を強く感じた。その日、生徒と保護者を引き合わせるために夜 12
時ぐらいまで自転車をこぎ続け、避難所をまわって「～さんの保
護者の方はいませんか？」と叫び続けた。「そんなこと無駄だから、
やめろ」「うるさい！」という声も浴びせられた。みんな生死をわけ
る極限状態に立たされて冷静に判断することが難しい状況であっ
た。幸いにも大船渡一中の生徒、保護者に亡くなった人はいなかっ
た。次の日から、大船渡一中の体育館は、「遺体安置所」となり、
多くの亡くなった方々が軽トラックで、ブルーシートに包まれて運び
こまれてきた。本当に厳しい現実をつきつけられた。生徒も外で
遊ぶことも許されず、何よりも人命の救助が最優先とされた。生き
ることにみんな必死だった。大船渡一中の近くにあった「マイヤ」
が店にある商品をすべて入り口付近に出し、低価格で多くの方々
に提供していたこともよく覚えている。本当に苦しい状況、生きた
いとみんなが思っている状況の中で、「思いやり」の大切さ、全
体のために動くこと、自分たちの犠牲を省みずみんなのために惜
しみなく奉仕する心の温かさを感じた。当時、我々は「生徒たち
に、今何をさせるべきか」「そのために私たちはどんな取り組み
を考えるべきか」これが職員間で話題となった。同僚であった鈴
木教諭から「生徒による学校新聞を発行してはどうか（生徒の
付けた題名は「希望」であった）」「生徒へのボランティアの呼
びかけはどうか（「希望隊」）」と提案があり我 も々賛同した。震
災があった次の日に「私たちは災害に負けません！今こそ心ひとつ
にがんばりましょう！一中生徒会」というメッセージをシーツに書き、
大船渡一中の校門に掲示し発信した。そこから、「希望新聞」
を発行し、「一中生に声をかけてください！何でもやります」「がん

ばろう気仙」などメッセージを発信した。希望新聞によって、職
員も生徒たちと一緒に、地域にできる取り組みから始めようと気持
ちが芽生え「希望」をどんどん自分たち自身で発信していこうと
いう趣旨のもとで組織された「希望隊」。ネームプレートも作り、
地域に希望を与えていこうと、自然とパワーがみなぎってきたこと
を今でも覚えている。ボランティア活動をしようという思いよりも、何
とかこの状況下から前に進みたい、地域で困っている人を助けた
いという思いで、生徒、教員が一致団結して活動したものだった。

「なんでも一中生がお手伝いします」を合い言葉に、河川敷のが
れき撤去部隊、お年寄りの買い物の手伝い部隊、家の掃除の手
伝い部隊（清掃するためには、家にある荷物を一旦外に出さね
ばならなかった。海水を含んだ重い畳を生徒が、「やりがいがあ
るから勝手に身体が動く」と言いながら何度も運び手伝った）、
避難所の清掃活動部隊、避難所での合唱部隊（栄光の架け橋）、
おにぎり8000 個を握る炊き出し部隊、支援物資仕分け部隊、復
興に向けて、とにかくむたくたと身体を動かした。「自分たちが希
望の光」となること必死だった。
「希望」新聞は現在、大船渡一中で継続して発行されている。

震災で被災した者として、次世代にこの経験を伝え、復興という
未来に向かって、生徒自身が「光源」となって地域を照らすこと
ができる取り組みを継続していきたい。

（平成 12 年　中学校教員養成課程　保健体育科　卒業）

希望隊（ネームプレート）

髙　橋　　　走

岩手大学教育学部附属中学校

とくしゅう●
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♪「地震にも　負けない　強い心をもって　亡くなった方々の
ぶんも　毎日を　大切に生きていこう…」

長い停電が復旧し、ようやくついたテレビから流れてきた懐か
しい歌に、はっとしました。震災当時、多くの思い出が残る生ま
れ故郷が波にのまれた喪失感、家族や友人の安否が分からない
不安の中にいた私に、この歌が、人間のもつ強さを思い出させて
くれました。
「人間にとって、本当の強さとは何か。」中学生の頃、ヒューマ

ンセミナーという「人としての生き方」を学ぶ授業で投げかけら
れた問いです。その答えを探すため、私たちは学習旅行で、原
爆投下から ６０ 年後の広島と、阪神淡路大震災から１０ 年後の神
戸を訪れました。現地では、被爆者・被災者の方から講演して
いただくことになっていました。その中の一人が、冒頭でふれた
歌、『しあわせ運べるように』の生みの親である臼井真さんでした。

小学校の音楽専科教諭を務める臼井さんは、阪神淡路大震災
で自宅が全壊。変わり果てたふるさとの姿を見た時の大きな絶
望、それを受け入れるしかない人間の小ささ、そしてふるさとへ
の愛情が、『しあわせ運べるように』の作詞・作曲につながった
と話してくださいました。自らも被災し、住む家も思い出の残る
ふるさとも失いながら、前を向き、自分なりの方法で傷ついた人々
に勇気を与える臼井さんは、本物の強さをもつ人でした。臼井さ
んの指揮で『しあわせ運べるように』を合唱した時、歌声ととも
に、人間のもつ計り知れない強さが胸に響いたのを覚えていま
す。その記憶が、東日本大震災を経験した私によみがえり、どん
な状況にあってもきっと前に進むことができると、心を奮い立た
せてくれたのでした。

東日本大震災から３年後、私自身も教員となり、沿岸の被災
地で教壇に立ちました。津波で家族が流された子、仮設住宅で
暮らす子、生活の基盤が壊れてしまった子など、受け持つ子やそ
の家庭・地域には震災の爪痕が大きく残っていました。だからこ
そ、そこには何とか前を向き、進んでいこうとする教育の姿があ
りました。例えば、大槌町で行われている「ふるさと科」という
独自の教科。「ふるさとを創り、ふるさとに生きる」子どもを育む
ため、「地域への愛着」「生き方・進路指導」「防災」の３つの柱
に基づき、義務教育の９年間を通して様々な体験活動が位置づ

未来に生きる復興教育

けられています。「ふるさと科」からは、当時の先生や関係者の方々
が震災から見出した価値と教訓、復興への執念、未来を生きる
子どもたちへの希望など多くの思いを感じ、教師はどんな困難の
中にあっても、教育を通して未来を切り開くことができるのだと
教えられました。

東日本大震災から１０ 年を迎えようとする年、私は沿岸を離れ、
内陸の学校で復興教育を担う立場となりました。沿岸では生活と
共にあった震災・復興という言葉が、意識しなければ出ない言葉
となり、子どもたちの多くは震災の記憶がありません。何が起こっ
てもおかしくない未来を、たくましく生きていく力を育むために、
復興教育で大切にしたいことが２つあります。

１つは、「震災を知る・語り継ぐ」ことです。東日本大震災で
は、過去の教訓が伝わっていたかで生死が分かれました。「津波
（いのち）てんでんこ」「釜石市防災市民憲章」など、震災から
命を守る教訓は、どの災害にも通じるものがあります。単なる知
識の習得で終わらせることなく、どんな時にどうすれば良いか判
断し、行動するための生きた知識は、子どもたちが自分で自分
の命を守るための「盾」となるでしょう。

もう１つは、「震災から生き方を学び、考える」ことです。私
は、過去の震災・戦災から人間のもつ強さを学んだことが、今も
私の中に息づき、強く生きる道を切り開いてくれていると思ってい
ます。東日本大震災にも、人としての生き方を考えさせられるも
のが多くあります。被害の様子、復興への歩み、多くの支援、
被災者の思い。そこからどんな価値を見出し、どう生きるか。自
分の生き方の礎となる考えをもつことは、どんな未来が訪れても、
自分なりに道を切り開いてゆくための「剣」となってくれると思う
のです。

復興教育は、指導者が何を伝えたいか、どんな思いを込める
かで、大きな可能性があると思います。人間は、度重なる災害や
戦災において、大きな犠牲を払い、大切なことを学んできました。
その学びが色あせることなく、未来に生きる子どもたち一人ひとり
の生き方に根付いていくような復興教育を目指したいと思います。

（平成 ２5 年　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　卒業）

川　﨑　詩　織

矢巾町立煙山小学校

［特集］東日本大震災から 10 年を迎えて
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10 年前と現在

「皆さんは、１年前の今日、自分が何をしていたか覚えて
いますか？」

一昨年、福島県南相馬市小高地区『おだかぷらっとほー
む』で、代表の廣畑裕子さんから尋ねられた。何の変哲も
ない日。私は答えられなかった。廣畑さんは続けた。
「では、2011 年の３月11日、自分が何をしていたか覚え

ていますか？」
多くの人が未だ鮮明に記憶するあの日から10 年。私は

教師１年目の初任者だ。このような機会に、私が教師にな
ろうと思ったきっかけである１０ 年前の東日本大震災を回想
しようと思う。

２０１１年３月１１日。私は大船渡市内の中学１年生だった。
掃除中、大きな揺れが来て、すぐに校庭に避難した。スクー
ルバスの中で暖まっていると、「逃げろ！」という叫び声が
聞こえた。外に出ると、すでに津波が町を襲っていた。校
門から坂の下を見ると黒い塊のようなものが迫っていて、私
はその場にしゃがみこんだ。同級生に「死ぬよ！」と手を
引っ張られて我に返り、必死で高台へ走った。今でも鮮明
に覚えている。自宅は全壊。その日は車中泊、翌日からは
親戚の家で居候生活となった。

学校は休校、自宅は解体され、退屈していたある日、小
学生と校庭で遊んだ。久し振りに体を動かし、心の底から
笑った。自分の家が被災しているにも関わらず、小学生の
頃の担任の先生も来てくださり、日に日に遊ぶ人数が増え
た。その数時間は毎日の楽しみとなった。

ある日、先生が瓦礫からベニヤ板を持ってきて、何かで
きないかと提案した。私は、子供たちの家々を回って、「～
日に学校集合！」と声を掛けた。集まった ２０ 人ほどで話し
合い、ベニヤ板にメッセージを書くことにした。
「一歩ずつ前へ！」
この言葉には、少しずつでいいから前を向いて復興して

いきたいという思いが込められている。文字は協力して、一
文字ずつ気持ちを込めて書いた。そして、先生や保護者、
地域の大人たちも協力してくださって防波堤に吊した。その
後、行き会う人に「防波堤見だよ！」「どうもな。」と笑顔で

声を掛けられた。自分たちの行動で、地域を元気付けられ
たと実感し、誇らしく思った。新聞取材も受け、子供でも
地域のために行動できるし、行動していきたいと自信をもっ
た。

この経験がきっかけで、私は小学校教員になりたいと思
うようになった。子供たちは地域の宝。地域に尽くす子供
たちを育むことが、復興にも繋がると、本気で考えた。そ
して、今年度から小学校教員として勤務している。有り難
いことに初任地は地元大船渡で、地域に尽くす子供を育て
るチャンスを与えられた。…しかし、現実はそう甘くはない。

正直、私の現状は日々の授業や生徒指導で精一杯だ。
今回、復興教育の実践例を書くことができず悔しい。私が
担任している４年生は １０ 歳。震災の前後に生まれた子供
たちである。震災があったことは知っているが、中には「震
災の年に生まれたんだ！」と自慢するかのように話す子供も
いる。今まで通りの教育を継続していくことも復興教育で
あると言うが、私がした経験や、震災のことを伝えていか
なければならない、伝えたいと子供たちを見て思う。

もう少しで教師１年目の３月１１ 日がやってくる。（この原
稿が発行されるときには過ぎているが）何年経っても教師
１年目の３月１１日に何をしていたか胸を張って答えられるよ
うに子供たちと向き合いたい。

（令和２年　学校教育教員養成課程
学校教育コース　卒業）

東　　　彩由海

大船渡市立猪川小学校

とくしゅう●
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本　宮　和　奈

物心がついた頃から、私は、先生になりたかった。も
っと正確に言うならば、「『先生の先生』になりたい。」
と口にしていた。大好きな幼稚園の先生と一緒に学校ご
っこをしたかったのか、その先生よりも大人になりたか
ったのか、もしくは、幼稚園より進んだ先の先生という
仕事に就きたかったのか…。幼心は、わからない。

あれから 20 年以上が経った。周りの方々に支えてい
ただき、現在、教員生活７年目を終えようとしている。
今年度は、１年生を担任し、元気いっぱいの 32 人と共
に、楽しい毎日を送っている。七夕祭りが近づいてきた
頃、「和奈先生は、小さい頃、何になりたかったの？」と、
短冊を書きながら、ある児童が聞いてきた。「先生は、
ずっと先生になりたかったんだ。」と答えると、「和奈先
生の先生ってすごい人だったんだね。」と。「『先生の先生』
って？どういうこと？」と聞き返すと、「だって、『先生
の先生』がたくさん教えてくれたから、お願い事が叶っ
たんだもんね。」と。素直で真っ直ぐなその子の言葉が、
妙に懐かしく感じたと共に、とても心に響いた。

その言葉を胸に留めながら、改めて大学時代を振り返
った。友達と遊んだり、部活に行ったりと、やりたいこ
とをやりたいようにして過ごした思い出ばかり蘇った。
先生になりたいという夢に向かって、何かに取り組んだ
記憶はほとんどなかった。そんな私が、唯一熱を入れて
取り組んだもの…。それは、４年次で行かせていただい
た主免実習であった。

私は、附属小学校 1 年はと組の配属だった。１学年は、
各クラスに２名ずつ実習生が配属され、６人がチームと
なって学ばせていただいた。一人一人の授業を６人で、
ああでもないこうでもないと話し合いをしながら考える
時間がとても楽しかった。しかし、６人の話し合いだけ
では、なかなかまとまらない。行き詰まったとき、必ず
声をかけてくださったのが先生方だった。はと組の担任
の先生は、いつも「パーフェクトを求めず、ベストを求
めて頑張ってみよう！」と声をかけてくださった。心が
すっとした。４年次で実習をさせていただいていた私は、
心のどこかで、後輩に示しがつくように頑張らないとい

けないと思っていたのかもしれない。温かい声をかけて
くださるだけでなく、子供一人一人と向き合うことの大
切さや授業参観の視点、具体的な指示や発問の仕方、構
造的な板書等についても丁寧に教えてくださった。その
先生は、算数を研究されていて、たくさん学ばせていた
だいたご講義の中でも算数に関わるお話は一段と面白か
った。私が、算数（算数の授業）を好きになったのは、
その先生との出会いがあったからだと思う。そして、私
も何か一つ、武器（得意な教科）をもちたいとも思った。

その翌年、一関市立藤沢小学校で、教員生活がスター
トした。その学校には、偶然にも主免実習でお世話にな
った先生と一緒に働いたことがある先生方が数名いらっ
しゃった。そのつながりから、すぐに馴染むことができ、
安心して働くことができた。初任研で算数の研究授業を
行ったときには、他校に勤務されているのにも関わらず、
細かいところまで相談に乗ってくださった。総合教育セ
ンターでの 5 年目研修では、その先生のご講義を受講す
ることができ、現在は、資質・能力ベイスの授業が求め
られ、どんな数学的な見方・考え方を働かせ、どんな数
学的活動を行うのかを明確にする必要があるということ
を学ばせていただいた。

20 年以上前に口にした「先生の先生」とは何だった
のか。今現在担任している児童が話した「だって、『先
生の先生』がたくさん教えてくれたから、お願い事が叶
ったんだもんね。」という言葉をきっかけに、考えるこ
とができたように思う。「先生の先生」とは、実習中、
丁寧に指導してくださった担任の先生のような先生方の
ことだったのだと。子供たちだけではなく、目の前にい
る一人一人に寄り添い、温かく支え続けてくださる先生
方のことだったのだと。私も先生方のような大人になれ
るよう、精一杯「先生」を続けていきたい。そして、い
つか幼い頃に思い描いた私なりの「先生の先生」になり
たい。

（平成 26 年　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　卒業）

先生の先生とは

［桐の葉物語］
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菊　池　沙　織

大学を卒業し、小学校教諭として 11 年が経つ。初任
校は全校 700 人を超える大規模校。２校目は全校約 60
人の小規模校。そして今、県北の学校に勤めて４年目。
様々な学年を経験させてもらってきたが、今年度、初の
６年担任。「初めて」はいつも難しい。不安が尽きない。
けれども、いつも新しい気持ちで向かっていけるのがこ
の仕事の良さだと思う。しかし、11 年も過ぎれば良い
時ばかりではなく、指導の仕方に悩んだり、仕事を続け
る意欲が下がったりした時期もあった。けれども結局、
私はこの仕事を続けている。なぜ、続けることができて
いるか。それはきっと、これまで出会った子どもたち、
先生方、保護者の皆様との、あったかくて、忘れられな
い思い出があるからだと思う。そして、その今の根っこ
にあるのは、やはり「教師になろう」と決意を決めた大
学時代だ。

大学時代を振り返り、一番心に残るのは仁王小での教
育実習だ。私は、「教師になること」をこの実習で決めた。
逆に言えば、それまで、教師になろうと決め切れていな
かった。周りの友達には、「絶対先生になる！」という
ような強い思いをすでにもっている人もいた。そのよう
な友達が話す言葉にはいつも心がこもり、芯があり、輝
いてみえた。自分はそこまで思えなかった。そんな風に
しか思えなかった私なので、実習中の授業はというと、
とにかく全くうまくいかなかった。どう授業を組み立て
ればいいのか、発問はどうしたらいいのか、指導案も細
案も一人で書けなかった。手取り足取り発問を教わりな
がらノートに書いていたことを思い出す。そのようにあ
たたかく事前指導を頂いたのにもかかわらず、いざ授業
となれば、いったい何に向かっているのか途中で分から
なくなるほどだった。それまでの大学生活２年半、ほぼ
何も学んでこなかった私だったので、自業自得。しかし、
その時は悔しさと苦しさで、どうにかなりそうだった。

これが、私の人生の転機となった。「授業がうまくな
りたい。」「このままでは嫌だ。」「子どもたちが私のせい
で困る顔を見たくない。」「もっと、熱中できるようなお
もしろい授業がしたい。」…ようやっと、「教師になりた

い！」と、本気になったのが教育実習だった（遅い）。当時、
配属学級を担任していた小野寺先生から、授業づくりに
おける大切なキーワードを教わった。それは、「簡潔」「明
瞭」「的確」な指導をすること。また、子どもたちが「分
かって」「できて」「楽しい」授業であること。このキー
ワードがずっと忘れられない。忘れたくなくてたまに口
ずさむ。ずっと大切にしていきたいと思うことだ。

今回、同窓会誌の原稿依頼を「大学時代を振り返って」
というテーマで頂いて、「なぜ、いま教師をしているか」
という足元を見つめ直す機会となったことを感謝してい
る。私の大学時代は、お伝えできるような特別な努力は
してこなかった。「なぜだろう。」と考えると、原因は、
学習者である私自身の「目的意識と、学ぶ意欲が低かっ
たから」だと思う。これは、「今の私」も「これからの私」
もずっと気を付けなければならないことだ。そして、さ
らには、子どもたちへの指導でも同じことがいえる。

私が考える「いい授業」というのは、子どもの心に火
をつける授業だと思っている。教師の指導したいことの
押し付けではなく、子どもが「なんで！？」「知りたい！」

「やってみたい！」「できるようになりたい！」たまに、「悔
しい。」…そこまで思える授業だと思う。その先に、「分
かった！」「できた！」「超感動！」というような最高の
世界が待っていると思う。その世界まで、絶対連れてい
きたい。だからこそ、子どもたちに「学ぶ意欲」や「目
的意識」をいかにもたせられるか。それが授業をすると
きに大きなキーポイントとなる。子ども自身が熱くなら
なければ、本気にならなければ、何も始まらないし、何
もうまれない。何も意味をもたない授業はしたくないな
あと思う。夢や目標をもてない私が、「教師になりたい」
と思った人生の転機がそうであったように、子どもたち
を本気にさせられる教師でありたい。そのためには、ま
ず、私が「目的（目標・夢）をもって、本気で学び続け
る」教師であり続けなければいけない。

（平成 22 年　学校教育教員養成課程
小学校教育コース　卒業）

子どもたちを
本気にさせられる教師でありたい

きりのはものがたり●
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工　藤　佳　奈

「ママ―！」チャレンジ精神旺盛な娘が、私を呼ぶ。ティッ
シュペーパーを引っ張っては、何枚も続けて出てくるのを不
思議がったり、コップの水をひっくり返しては、テーブルに
広がる様子をまじまじと見たり。天井を見て寝ているだけだ
ったのに、いつの間にか椅子によじ登って、高いところから
の世界も見られるようにもなった。毎日、いろいろなことにチ
ャレンジしている姿を見ていると、きっと何もかもが新鮮で
楽しいのだろうなと思う。分からないことだらけの世界の中
で、失敗も成功も繰り返しながらできることが少しずつ増え
ていく娘。そんな娘との生活をしている中で、「大学時代の
思い出」の原稿依頼をいただいた。そういえば、大学の頃は
私もいろいろなチャレンジをしていた。いつか、娘に思い出
として聞かせたいことを書いていこうと思う。

高校までは、自分のやりたいことよりも、やるべきことを優
先していた。そんな私が、大学に入り、教育学部に所属した。
先生という仕事を目指したいという気持ちもありながらも悩
んでいた。「私はどうなりたいのだろう」と。

自分の知らない世界が知りたくて、私は理科サブコースを
選択し、さらに物理学研究室に所属した。今振り返ると、果
敢なチャレンジだったと思う。なぜならば、物理学は大学生
になって初めて学んだ教科だったからだ。理科、特に物理
というと敬遠されがちだが、「分からないことがまだまだある
驚き」を知ったり、「なぜ」を考え、探求したりすることはと
ても面白い。初めての学びの中で、理解するのに時間がかか
ることがたくさんあったが、分かったとき、できたときが快感
だった。分かるまで教えてくれた先生や、一緒に悩み考えて
くれた友達がいたからこそ、なんとか乗り越えられたチャレ
ンジだった。特に大変だったのは、卒業論文。直鎖アルカン
の結晶成長に取り組んだ。顕微鏡の世界の中で、圧力や温
度を制御し、その時の結晶の成長の様子を観察した。１つの
結晶が消えてしまわないように気を付けながら、平衡形を求
めて、どのように成長するのかドキドキしながら顕微鏡をの
ぞいていた。うまくいかないことが何度もあったが、分から
ないことがあることが面白いことだと思えるのは、この経験
のおかげだと思う。

「私はどうなりたいのだろう」という問いに答えが見えたの
は２つのチャレンジからだった。１つは、教育実習。先生方
の授業を見る機会はあったが、自分が授業をするなんて、そ
の時はとても自信がなかった。私は附属小学校の５年まつ組
の配属になった。いろいろな教科の指導案を考え、授業をし
た。うまくいかない。担当の先生から、「口先だけをマネして
もだめだよ」と言われ、指導する内容や子どもたちと向き合
うことの大切さを学んだ。一生懸命、拙い授業に参加してく
れる子どもたち。あっという間の日々を過ごしながら、最後
の授業を迎えた。私が選んだ教科は理科。反省点はたくさ
んあったが、これからの自分につながる貴重な経験だった。
どの教科においても、「学ぶ楽しさを味わえる授業ができる
先生になりたい」という自分の目指す姿を見つけることがで
きた。もう1 つは、遊 YOU 塾という企画。県内各地の小・
中学校から集まった異学年の児童・生徒と一緒に、沖縄や
オーストラリアなどを旅行するという企画に参加した。何度
もミーティングを重ね、準備をした。短い時間ではあったが、
児童、生徒と一緒に様々な活動をする中で、子どもたちの多
様性を感じたり、勇気を出して行動し、自信を得ていく姿を
見たりして、「子どもの成長に関わっていきたい、先生になり
たい」という気持ちがどんどん膨らんでいった。沖縄を一緒
に旅行をした久慈市出身の当時４年生だった女の子とは、旅
行後何年も連絡を取り続けている。私が久慈市に転勤にな
ったときには、勤務校まで訪ねてくれて、再会を果たしたこ
ともあった。そういう出会いの積み重ねが今の私をつくって
いると、振り返って思う。
「チャレンジすることで見えてくる世界がある」ということ

を、思い出すことができた。私は、これからも娘のことを応
援しながら、見守っていきたい。そして、これからどんな世
界が見えてくるのかを楽しみにしながら、娘とともにいろい
ろなことにチャレンジして成長していきたい。

（平成 ２０ 年　学校教育教員養成課程
小学校教育コース　理科サブコース　卒業）

いつか聞かせたい思い出

［桐の葉物語］［桐の葉物語］
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岩　淵　拓　史

私の大学生活の一日は、朝６時のグラウンドから始まった。
サッカーが大好きな私は、大学でもサッカーを続けようとの
願いを胸に岩手大学に進学した。朝６時からのサッカー部の
朝練習に参加し、学食で朝食をとり、授業を受け、午後練
習を行い、アルバイトをし、そして次の日の朝 6 時にはまた
グラウンドに…。今思うとなかなかにすごい生活だったなと
思う。夏はまだしも、冬の 6 時前は真っ暗で寒く、そんな中
を朝練習に向かうのは大変なことではあった。しかし、お世
辞にも上手とは言えないただのサッカー好きに、思う存分プ
レーさせてもらえたことは、本当にありがたいことで、監督
の鎌田先生や一緒にプレーした先輩、同級生、後輩、マネー
ジャー、そして、両親に感謝の気持ちでいっぱいだ。しかも、
サッカーを通して学べたこともたくさんあった。サッカーは自
分たちのゴールを守りながら相手のゴールを目指すという単
純なゲームでありながら、そのやり方は多様で、チームの選
手の特徴や相手の特徴、グラウンド状況、天候など様々なこ
とから考えていかなければならない。大学でも、卒業後もプ
レーを続けられたこと、そして教員となり指導者としてサッ
カーに関われたことで、この「考える」という行為がサッカー
だけでなく教育現場でも、生きる上でもとても大切なことだ
と思うようになった。

このようにサッカー中心の大学生活だったため、教員採用
試験まであと1 年になったころ、このまま教員を目指してい
いのかどうか分からなくなった。しかも、採用試験合格者の
少なさは、私の「教員になろうかな」という中途半端な目標
の前に大きく立ちはだかった。だからといって他に道を見つ
けられずにいた私は、何を目指したらいいのかわからず悩む
日々が続いた。しかし、そんな中、ある授業で先生がこんな
話をしてくれた。「あなた達は教員を目指しているのだろうが、
それは、子どもたちのためなのか。それとも、安定した生活
のためなのか。」この一言が私の迷いや悩みを一蹴した。教
員になることを目標にしか考えていなかった私は、その目的
を忘れていた。子どもたちのために力を尽くせる仕事がある
のなら、きっと私にとって素敵な仕事である。私が中学生だっ
たころ、教員であった父の姿を見て、「教員っていいな」と思っ

たことを思い出した。目標だけでなく、目的を意識すること
の大切さを学ぶことができた授業であった。

その後、教員に採用され、小学校に９年、中学校勤務 11
年目となった。多くの子ども達と出会い、様々な素晴らしい
経験をさせていただいた。素敵な仕事であることは間違いな
い。しかし、大変なこともたくさんあり、どうしたらいいのか
わからなくなり、辛いと感じることもしばしばある。それでも、
毎日教室に向かい、笑顔で生徒と関わることができるのは、
大学での４年間をはじめとして、これまでの人生の中で出会っ
た人や体験してきたことが大きく影響しているのだと感じる。

職員室の机に、採用された頃からずっと使っている１冊の
ファイルがある。そのファイルの最初に、大学時代に手に入
れた、色あせた 1 枚のプリントを挟んでいる。そのプリント
には、「上手なものと良いもの」というタイトルで、船越保武
氏の言葉が紹介されている。
“上手なものと、良いもの。似ているようでこれは別のもの

です。上手さは手先のことですが、良さは心の深さの現われ
です。仕事について、自惚れはいけないが、最小限の自信は
必要です。仕事の不調なときが、実は一番進歩しているので
す。私も不調に負けず、それを突き抜けることに努力してい
ます。”

常に努力を続けること、小手先の上手さではなく良さを心
がけること。いつでも意識しているつもりだが、その文章を
見るたびに、励ましやエネルギーをもらったり、自分を振り
返る機会をもらったりしている。

多くの子ども達の人生に関われることはとても幸せなこと
である。それと同時に一瞬であったとしても深く関わる一人
の人間として、大きな責任があると感じている。この仕事に
就けたことをとても幸せに思う。子どもたちにとっても私との
出会いが幸せなものになればいいなと思う。そのために、考
えること、努力すること、上手さではなく良さを意識すること
を忘れずに努めていきたい。

（平成 13 年　小学校教員養成課程　数学科　卒業）

心がけていたいこと

きりのはものがたり●
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仲間と音楽と共に歩んだ４年間

飯　岡　竜太郎

岩手大学教育学部を卒業して34年となるが、時折、所用でキャ
ンパスを訪れると、未だに在学時代の思い出が鮮明によみがえっ
てくる。

大学生活を振り返ると、教職を志す者として紹介できるような
勤勉、奉仕といったことに関わるエピソードがほとんどない。む
しろ、とても紙面に表せないような生活ぶりの方が数多く思い出
される。そんな大学生活だったが、何とかそれらしいタイトルを
あえて付けるとすれば、「仲間と音楽と共に歩んだ４年間」であっ
たと思う。

入学早 、々幸いにも、いわゆる「コンパ」などを通じて、クラス
内に多くの友人ができ、様 な々活動に楽しく取り組んだ。クラス
対抗のスポーツ大会、早朝ソフトボール大会などの大学のイベン
トや、クラス独自の田沢湖畔での１泊２日のキャンプなどのイベン
トなどで大いに盛り上がった。夜は、アパートに一人でいることは
まずなく、毎晩のように仲間と酒を飲み交わしながら語り合い、
友人たちとの大学生活を満喫していた。

そのような生活だったので、当然、本分たる勉学は厳しい状
況が続き、単位取得は常に危ういものがあった。ある科目の試
験の時は、普段勉強していなかった分、試験前夜に一夜漬けを
した。案の定、明け方に力尽きていつの間にか寝込んでしまい、
肝心の試験そのものに遅刻。傷心の思いで大学に行き、ダメ元
で先生の研究室を訪ね、謝罪とお願いの末、特別に研究室内
で試験を受けさせていただいたことは忘れられない。

研究室は日本史に所属し、当時、岩手大学にいらっしゃった
ばかりの菅野文夫先生に師事したが、卒業論文もさっぱりまとめ
上げることができず、クリスマスの日にも、まだ新婚の菅野先生
のご自宅でご指導を受けるなど、先生には相当なご心配とご迷
惑をかけてしまった。

そんな大学生活の中で、最も真剣に取り組み、かつ大学生活
を充実させたのは、音楽活動であった。

私は、管弦楽団（オーケストラ）への所属を決め、楽器はバイ
オリンを担当することとなった。

バイオリンは、幼い頃、多少たしなんだことはあったものの、オー
ケストラの曲を演奏するには、そんな程度の音楽性や技術ではと
うてい太刀打ちできるものではない。そこで、サークルの練習日
以外にも、４号館（芸術棟）のボックス（ピアノがおいてある個室）
にほぼ毎日通い、必死になって練習に取り組んだ。先輩や、プ

ロの指揮者やトレーナーの方 に々も、ずいぶん叱咤激励をいた
だいた。

しかし、厳しい練習を通して、少しずつではあるが、前は弾け
なかったパッセージが弾けるようになってきたことや、みんなで共
に音楽を創り上げることに、得も言われぬ喜びを感じるようになっ
た。そして、時折、先輩に聴かせてもらった、当時出始めの CD
の澄んだ音色によるバッハやヘンデル、ベートーベン、ブラーム
スの音楽の美しさや壮大さは、私の心を大いに魅了した。

そして、ここにも、同期はもちろん、先輩、後輩を含め、個性
あふれる楽しい仲間がたくさんいた。音楽談義や雑談に深夜ま
で興じることもしょっちゅうだった。練習のない日は、当時は数少
なかった車を所有している友達の中古車に乗り合わせて、海や
山にドライブに行った。私の旅好きは、ここから始まったのかもし
れない。

オーケストラの活動にはコンクールはない。活動の一つの集大
成は、年に１度開催される定期演奏会である。経験した４回の
定期演奏会は、どれも感動的だったが、１年生のときの、ベートー
ベンの「第九」の演奏は、私にとって初めての定演、合唱団と一
緒の大規模なステージ、そして何よりも「あの」第九を演奏できた
ということで、特に忘れられないものだった。

その他にも、この頃に始まり現在も続いている釜石での第九
の演奏会や、滝沢市の産業文化センターアピオのこけら落としの

「8000人の第九」演奏会に出演できたのも思い出深い出来事で
あった。また、夏休み期間中、「鑑賞教室」として、いくつかの
小学校で訪問演奏をした。そのときの子どもたちの笑顔と拍手
は、教育実習と並んで、教職への道を志す私の心のエネルギー
となった。

私の教職人生も、残すところあと４年あまりとなった。決して誉
められたものではない大学時代を過ごした私ではあるが、ここま
で教職を務めることができたのは、厳しくも温かくご指導いただ
いた諸先輩方のおかげである。加えて、大学時代の仲間との様々
な経験や、ひたむきに打ち込んだ音楽活動も、私の教員として
の考え方や生き方のベースになっていることもまた事実である。

当時の私に粘り強くご指導くださった日本史研究室の菅野文
夫先生、そして、共に過ごした仲間たちに改めて感謝し、拙文
を閉じたい。

（昭和 62 年　小学校教員養成課程　社会科　卒業）

［桐の葉物語］［桐の葉物語］
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吉　田　重　春

高校に通うのに、岩手大学の構内を通っていたし、学校
を抜け出して、農学部へは、よくラーメンを食べにいった。そ
んなこともあり、岩手大学の雰囲気は大体わかっていたし、
柔道の練習でよく岩大柔道部が来て稽古してくれたことも
あって、自分の中の大志とか自分に適合しているかなど考え
ずに岩大を受験した。体育科は実技試験がある。そこに集
まった人たちの雰囲気や技をみて驚いた。自分などとても一
緒にやっていけるレベルではないのだ。先輩の甘言に騙され
て、ひょこひょこ受験した自分もそうだが、先輩はもう少し詳
細に教えてくれたらいいものをと思ったりもした。何日かして
合格したことがわかり親に報告し、数日後から始まる柔道の
春季合宿に参加した。稽古が終ってくると先輩たちは麻雀を
始める。ゆっくり休みたいが休めるものではない。合宿が終っ
て十数日で入学式、学生なんだから学生服で行くのが当たり
前と思って学生服を着ていったら、そうしている人がほとん
どいない。「わぁッとんでもないところに来たな」と思ったも
のだ。私は六人兄弟だったが、大学に入ったのは私一人とい
うこともあり、親父が参列してくれた。自分にとっては、殊の
外嬉しかったこととして今も忘れられない。大学内には学生
運動の壁新聞がベタベタとはられていて、よく読んだことはな
いが、そうした言動には同調できなかった。

授業が始まった。免許を多種にわたってとるなどひとつも
考えず単位を最少にして授業を選んだ。子供を前にした時、
どのように役立つかそのイメージがもてず熱心に勉強したこ
とはない。あの教育原理も心理学も今なら活かし方もイメー
ジできるが、勉強は単位をとって卒業すれば、あとはなんと
でもなると思っていた。ある日先輩たちが歓迎会をしてくれ
た。いろんなゲームなどに興じながら楽しく遊んでいたとき６
人の入学生が教授室に呼び出され、行ってみると「君たちは
定員外でとった人たちなので、特にも勉強して単位を落とす
ことのないように」と釘をさされた。その中には、後に叙勲
された人や校長会長をした人もいる。体育科だったので色々
な運動部の人と付き合ったが、教育学部に運動部が少なかっ
た。現場にいけば放課後部活動で共に汗をかいて歓んで交

流しなければならないのにだ。…セツルメントとか様 あ々った
ようだがまったく興味はなかった。現在 73 歳になるが毎年
一回クラス会をやる。友情とはありがたいもので、次に会うと
きもデカい顔して会いたい、と思うと大抵の苦境は乗り越え
られるのだ。スキー合宿、水泳合宿（プールも海も）キャン
プ講習というのもあった。同じ科に４人の柔道部がいて鍛え
られた。工学部の奥に道場はあった。隣は剣道場だったが
空手部がつかっていた。４人のうちの１人が癌のため故人と
なっている。その彼とはよくスキーに行った。急斜面になれ
ばなる程強かった。合宿では先生の次を滑ると上手になるよ
と競って山を登ったものだ。鉛スキー場での合宿だったが、
宿舎の温泉もよかった。そこにいた幼い娘さんも、やがて体
育科に入り教員となった。叶うならもう一度あの温泉にスキー
をもって集いたい。水泳合宿では廃校になった中学校に泊
まって遠泳である。３㎞程は泳いだろうか。体にワセリンをぬっ
て防寒対策をして泳いだりもした。水泳が苦手な先輩がいて
「いいな重春は、泳げて…」というので「えっ先輩金鎚です
か」と言ったら「金鎚でねぐ、トックリだ」と「トックリ？」と
訊きかえすと「水飲みながら沈んでいぐ」と言う。おかしかっ
たが笑えなかった。キャンプも何の施設のないところでやっ
た。岩洞湖畔にテントをはって、薪を集めて火をたいて飯を
つくり、余った時間は釣りをした。エゾハヤが釣れたが、針
をはずすとき、きゅっと泣くのだ。鯉もいたが、釣れなかった。

教員になっていろんな出身大学の人と話ができたが、教員
採用試験対策がしっかりしているところがあった。岩大では
一切そういうのはなかった。試験日程の説明ぐらいはあった
と思うが、過去問のストックとかその解説もなかった。これ
は改めた方がいいと思った。もうひとつお願いしたいのは、
現場の先生方の講話を多くとり入れた方がいいし、現場訪問
を大いにさせるべきだと思う。学んでいることと教育現場が
どう結びついているかを感じさせるためだ。アカデミズムだ
けでは教育はできません。

（昭和 45 年　甲一類　体育科　卒業）

友情に大謝

きりのはものがたり●
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岩手大学で過ごしたこの４年間は、人との出会いに恵まれた
素晴らしい４年間であった。初めて一人の教師として教壇に立っ
た教育実習で出会った尊敬する先生と、ともに試行錯誤しなが
ら授業を作ってくれた仲間たち。サークル活動で出会った他学
部の友達や他県出身の友達とは、本気になってバレーをしたり
自転車で旅行に行ったりとかけがえのない思い出を作った。コ
ロナに負けず盛岡の飲食店を盛り上げようと奮闘していたアル
バイト先の店長や、教員採用試験を合格するために毎日演習室
で一緒に勉強したり小論文を書き合ったりした友人からは、熱
い気持ちを分けてもらった。

私は来年から岩手県で中学校の国語科の教員として働くこと
となっている。自分一人では決して教員になるという夢を叶え
ることはできなかっただろう。この大学での人との出会いと関
わりが、自分を成長させ夢を叶えるための着実な一歩となって
いたのだ。

今、世界ではめまぐるしく AI 技術や通信技術が発達してい
る。この先 10 ～ 20 年先の未来では、今ある人間が行なってい
る仕事の約半数が機械にとって代わられているらしい。今年の
コロナ禍では大学の講義もオンライン化が導入され、大学に行
かずとも講義を受けられるようになっていた。世の中はどんど
ん人間同士の関わりが希薄になっていく。

そんな時代のなかで教員として、私は子どもたちにどんなこ
とをしてあげられるのだろう。答えは決して一つではない。い
や、答えがあるのかも分からない。けれども、子どもたちには
出会いの大切さに気付くことのできる人間になってほしい。ど
れだけ世の中が変わろうとも、人は一人で生きていくことはで
きないし、出会いの数だけ成長できると私は思っている。私が
岩手大学で得た一番の財産はこのことを身をもって実感できた
ことである。このことを胸に、子どもたちとの関わりの一瞬一
瞬を大切にしながら日々精進していきたい。

上　林　巧　実
　（学校教育教員養成課程　中学校教育コース

国語サブコース）

『この４年間の出会いに感謝して』

大学４年間という日々、１日１日の積み重ねで今がある。充
実した毎日を送ることができたのは、素晴らしい仲間や先生方、
家族のおかげである。

大学４年間は自分自身の人間磨きと、「教育」に真剣に向きあっ
てきた。自分自身の人間性を高めるために、考えに考えた。自
分はどんな人間になりたいのか、どんな教師になりたいか。そ
して行動した。在学中に２度留学へ行き、やってみようと思っ
たことは挑戦し、やろうと決意したことはやり続けた。当たり
前のようでそれが難しかった。うまくいかないことも多かった
が、きっとやってきたことは自分自身の血肉となって、人間性
という幹を何回りも大きくしてくれたに違いない。

また、「教育」に真剣に向きあう中で私の分岐点となったのは、
母校である仁王小学校での４週間の主免教育実習であった。教
育実習では教師という仕事の素晴らしさと共に厳しさや自分自
身の至らなさを強く感じた。「子どもたちのために」という一心

で、教材研究に励み、子どもたちとかかわって子ども理解に励
んだ。子どもたち、そして指導教官の先生からたくさんのこと
を学びとり、教師になりたいと決意した 1 か月だった。何より
も子どもたちの「できるようになりたい」「よくなりたい」といっ
た思いや願い、内在する可能性を引き出し、実現させてあげる
ことが大切だと学んだ。

いよいよ４月から教師としての人生がスタートする。私はこ
れまで出会ってきた数多くの先生方のおかげで、今の自分があ
ると思っている。だから私も教師として、子どもたちの人間形
成にかかわっていきたいと強く考える。高校時代の先生の言葉
をいつも思い出す。「人に挑戦する勇気を与えることができる人
間になりなさい。」

そんな人間、そんな教師になれるよう、これからも学び続け、
子どもたちと共に成長できる教師でありたい。

川　村　太一朗
（学校教育教員養成課程　小学校教育コース

教育学サブコース）

感恩報謝

［キャンパス便り］
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きゃんぱすだより●

大学で過ごした４年の月日は一瞬で、あっという間に卒業の
日を迎えてしまった。振り返ってみると、私の大学生活は多く
の人たちに支えられながら学業や部活動に励み、とても充実し
たものであった。

私はバスケットボール部に所属していた。部活動では、指導
してくださる先生やコーチ、先輩方に、頼りになる同級生や後
輩とのたくさんの出会いがあった。体力的にも精神的にも辛い
日々が多かったが、それ以上の達成感と喜びをバスケットボー
ルを通して得ることができたと感じる。最後の 1 年間は、コロ
ナウイルスによって練習時間が短くなったり、大会がなくなっ
たりと厳しい環境での部活動だった。そのような環境を乗り越
え、最後の大会を迎えることができたのは、真摯に助言を下さっ
た先生方、これまで一緒に練習してきたチームメイトのおかげ
であると心から感じると共に、感謝を申し上げたい。

大学の学業で一番心に残っていることは、３年時の主免実習、

４年時の副免実習である。私の主免は中学校の英語であったが、
校種の異なる実習を行うことで、両者の違いやそれぞれの良さ
を感じることができた。特に、副免実習では小学２年生の配属
で、中学生との接し方の違いに困惑していた。しかし、まだ知
らないことが多くある子どもたちが相手だったからこそ、どう
言えば伝わるか、どのような進め方だと彼らが理解しやすいか
を深く考え、実践できた良い機会だったと感じる。教育実習を
経て、私は卒業後、教員の道へは進まないが、関わってきた子
どもたちのように、何事にも一生懸命に取り組む人間になりた
いと感じた。

大学生活での様々な活動や、色々な人との出会いは、私を大
きく成長させてくれた。これから先の社会でも、楽しいことや
苦しいことはたくさんあると思う。それでも、様々な経験を良
い学びだと捉え、大学生活で得たことを生かしながら仕事に励
んでいきたい。

村　上　　　凜
 （学校教育教員養成課程　中学校教育コース

英語サブコース）

たくさんの出会いと
学びに溢れた大学生活

「紗貴先生、先生に向いていると思うよ！」
岩手大学教育学部附属小学校での主免実習中、子どもにかけ

られた言葉である。私は子どもと関わることが好きで、教育実
習を心から楽しみにしていた。しかし、教師の仕事は子どもた
ちと関わることだけではなく、今まで見えていなかった仕事の
大変さを体験したり、思い通りに授業を行えない壁にぶつかっ
たりする中で、くじけそうになっていた。そんな時にかけられ
たのがこの言葉であった。子どもたちといる時間は本当に楽し
く、笑顔が絶えることがなかったにも関わらず、何かを察した
かのようなこの言葉に、慄いてしまった。子どもたちは私が想
像していた以上に、教師の言動を観察しているのかもしれない
と、身の引き締まる思いであった。それ以来、自らを戒める言
葉として、時には自らを鼓舞する言葉として、この言葉を糧に
生活している。実習を通して、学校は児童が学ぶだけではなく、
教師も子どもたちから学び、一緒に成長できる場であることを、

身をもって感じることができた。成長することに年齢は関係な
く、学び続けることに終わりはない。自分以外の人、すべてから、
吸収する気持ちを大切にしていきたい。

教育実習は教員になるために必要な力を養うだけではなく、
一人の人間として成長するきっかけを与えてくれ、進むべき道
へと導いてもらえたように思う。

私は「心の拠り所となる教師」を目指している。それは、学
校を卒業してからも、ふとした瞬間に思い出してもらえるよう
な教師である。そのために、様々な方向にアンテナを張り、吸
収し、自分自身の人間性を育んでいきたい。これからの時代を
担っていく子どもたちに、自分は何を残せるのだろうかと考え
た時、真っ先に思い浮かんだのは「人間性」であった。おごり
高ぶることなく、子どもたちと共に成長し、人間性を磨き続け
る一教員であり続けたい。

𠮷　田　紗　貴
　（学校教育教員養成課程　小学校教育コース

教育学サブコース）

我以外皆師
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［思い出］─ 退官される先生方から ─

学生たちと取り組んだフィールド
ワーク　  ー気がつけば12年

社会科教育科
麦　倉　　　哲　 

2009 年４月から岩手大学で働き、12 年間お世話にな

りました。いちばんの思い出は、社会学ゼミの学生たち

と合宿をしたこと。何回、合宿しただろうか。2009 年

に着任し研究室にいると、一人の学生がやってきた。「自

分は社会学の学生だ」と名乗る最初のゼミ生が飯塚薫君

である。自分よりも先にゼミ生がいるのだと感慨深かっ

た。しばらくすると、他のゼミから３人が移ってきて、

たちまち４人のゼミとなった。最初の合宿は宮古市で、

児童虐待や産業振興について市役所担当者からレクチャ

ーを受けた。魚菜市場にも行って、人気の浄土ヶ浜旅館

にも泊まった。１年半後にそれらが被災するとは思わな

かった。10 月になると２年生がたくさん入ってきて合

計 12 人の大所帯となった。翌年３月の春合宿では、東

京に行った。年に２回合宿をすると決めた。夏はなるべ

く近場、春は遠くへ、といったくらい。2010 年度は、

夏に仙台市（有機農業とせんだいメディアテークの見

学）、そして春は宇都宮市へ行った。手分けして餃子を

食べる調査を実施した（他に鬼怒川温泉地の活性化、宇

都宮の LRT 構想）。

そうした中で、2011 年３月を迎える。大地震の少し

前、ゼミ生が部屋の書籍などを整理してくれなかった

ら、私は埋もれていたかもしれない。2011 年４月、ゼ

　

岩手の風と共に去りぬ

理科教育科
名　越　利　幸　

初めての教授会での自己紹介、早く「岩手の風になり

たい」とご挨拶をしてから、早 13 年が経ってしまいま

した。着任当初、「環境教育のプロジェクト」を募集し

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

お世話になった教育学部の先生方４名がこの
３月にご退任されます。

ミ生と相談した。東日本大震災被災地調査をしたいのだ

けれどと。少し複雑な雰囲気も流れたが、被災地調査に

取り組むことになった。かくして 2011 年度は①大槌町

避難所調査、②大槌町仮設住宅調査、③大槌町避難所調

査＋久慈市仮設調査、④山田町仮設調査、そして⑤首都

圏・東日本大震災支援団体調査である。振り返ってみる

と、ゼミ合宿ばかりである。そのうえ不来方祭では、調

査研究発表や被災地グッズの販売に、模擬店でカキやホ

タテの販売もした。臼澤みさきライブも開催した。

以後は、①夏調査：大槌町調査、②秋・冬調査：山田

町調査、③春調査（この時だけは学生たちが行き先を決

める調査）という年３回合宿体制ができた。また、調査

とは別に、調査報告会や心の復興の懇談会を開催したこ

ともあった。しかし、2020 年３月の東京調査・青森調

査は中止となった。コロナの影響である。そして、私が

定年を迎えた。

とにかく岩手大学では楽しかったです。調査を共にし

た梶原昌五・菊地洋先生、社会科、教育学部、地域防災

研究センターの先生方、そしてゼミ生、院生のみなさん、

ありがとう。沿岸への 500 往復、無事故だったのは、き

っと誰かが守ってくれたからと感謝、感謝！！
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社会科日本史研究室

社会科教育科
菅　野　文　夫　

教育学部に赴任したのは 1986 年 4 月。いきなり私事

で恐縮ですが、その年に結婚し、子どもも生まれ、そ

の子どもも自立しました。35 年の年月と、節目という

ものの重さを感じながら残された日々を、予想どおり

結構切羽詰まって忙しく過ごしています。

赴任当初はすでに社会科には細井計先生がおり、私

は 2 人目の日本史担当教員となりました。教員養成学

部で日本史の教員が 2 人もいるのは、当時でも珍しい

ことで、現在ではとうてい考えられません。もっとも、

所属してくれる学生さんも多く、1 学年で常時 10 数名、

多いときには 20 名近くいたでしょうか。95 年に教育

学研究科が設置されてからは修士課程の諸君がこれに

加わり、いよいよ賑やかになりましたね。2002 年に

細井先生が定年退職されて日本史担当は私ひとりとな

り、また社会科での約束事が変わったこともあり、日

本史研究室に所属する学生は 1 学年５- ６名で推移し

ましたね。

私の普通講義、概論は、普通の、当たり前の授業だ

ったと思います。私自身は教師として、やや仏寄りの

立場だったと自覚していますが、学生さんにはどうだ

ったでしょうか。お伺いしたいところです。少人数の

演習では、毎年あいもかわらず『吾妻鏡』を読み続け

てきました。細井先生退職後は、盛岡藩の「雑書」講

読の授業も引き継ぎました。日本史研究室の学生さん

は、長きにわたって、この 2 つのテキストに苦しめら

れたはずです。これらは歴史学という学問的営為の基

礎となる生データです。初学者が読みこなすのは大変

おもいで●

ていることを知り、「新しい気象教育」で入選した懸賞

論文を添付して応募しました。これが岩手大学地域連携

事業「学校気象台」です。このプロジェクトは、盛岡市

内の小中学校に自動気象観測装置を設置、そのデータを

大学サーバーに集約、それらをＨＰで公開するというも

のです。本学教職員に、プロジェクト参加の募集メール

を投げ、応募してくれた教員、技術専門職員、附属校園

の先生方などからなるメンバーで活動してきました。こ

のデータの信頼性は、「皆既日食」により証明されます。

その際、盛岡市内６つの観測点で、同時に同じ間に約 2

度気温が下がったのです。

これらデータから、盛岡特有の気象「お天気雨、風花、

虹の多さや冬のアイスバーン」出現の原因を突き止める

ことができました。「北岩手波状雲」の発見です。北西

の季節風が吹くとき、奥羽山脈上の風枕雲、雫石上空の

波状雲、岩大上空の波状雲が回転しながら止まっている

ということです。雲からは、雨や雪が降りますが、北西

風に流され、晴天域に降ってくるのがお天気雨や風花で

す。また、朝、東からの太陽光を背にして西を見ると、

虹が見えることが多いのです。「虹の街盛岡」です。日

中、帯状のロール雲との間の晴天域から、地上に日射が

届き、地表の雪を溶かし、夜間は晴天域から放射冷却が

進み、溶けた雪が氷になるわけです。

その他にも岩手の気象を学生達と研究調査してきまし

た。「雫石の霧の動態」「北上川沿いの防風林の分布」「洋

野町のヤマセ」「薮川の低温」「大船渡の突風」などがテ

ーマです。しかし、これら研究も学会で発表しなければ

意味がありません。

北桐会には、学生への支援を頂き、全国・東北大会で

の発表に繋がりました。岩手大学教職員、研究室の卒業

生達は基より、北桐会はじめ、支えていただいた皆様に

感謝して、退任の挨拶と致します。
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［思い出］

書写が苦手な学生さん達への授業から得たもの

岩手大学人文社会科学部教授
玉　澤　友　基　

学生として岩手大学に入学して４年、卒業後非常勤

講師として 14 年、専任教員となって 24 年、その後、

人文社会科学部に移籍して五年が経ちました。実に長

きにわたり岩手大学にお世話になりました。ここまで

来れたのは多くの方々のご支援の賜と深く感謝致して

おります。

この間、私の専門の書写書道や文字を書くことに関

する環境はずいぶん変わりました。キーボードを打つ

ことで容易に文字の表記が出来るようになり、さらに

音声認識による表記も可能になっています。今は、もう

一度、文字とは？漢字とは？手書きとは？…問い直し

てみることも必要な時期かと思います。

私にとって、書写が苦手な「国語 A」や、かつての「二

類書写」の受講生の皆さんへの授業は、自分を成長さ

せる糧になりました（この授業は学部で最も役立つ授

業の一つという影の声もありました）。もう一歩先の理

論や技術を考えざるをえなくさせてくれるのです。こ

こにその成果の一端をご紹介しましょう。

例えば、漢数字の「三」

は楷書体で何故このように

書くのでしょうか。篆書体

は全く同じ横棒を３本上下

に並べるだけでした。それ

は､楷書体には「変化」や「等

分割」「バランス」などの設計理念が働いていると考え

られるからです。文字は三次元空間の世界や物体を紙

という二次元の紙面に抽象化して表現しています。基

本的に紙面の向こう側が三次元空間の上、手前が下に

なります。倒れたり崩れ落ちたりしそうに見えてはい

けません。そして、錯視も考慮に入れなければなりま

せん。そのような設計理念の下に書かれた、最も美し

い姿が楷書体の「三」なのだと思うのです。１本１本

の点画の形も役割も見えてきます。そう考えると、ひ

たすら手本のコピーに明け暮れる魔の時間から解放さ

れ、自らの感性を磨き、思考力を深めつつ表記してい

くことが可能になるのではないでしょうか。文字を書

くことは実に楽しいことになるのではないでしょうか。

であることは承知の上。研究の作法という物を共有し、

その経験が小中学校の教壇で生かされることを期待し

て続けてきました。いかがだったでしょうか。じつは

さっぱり下戸で酒席が苦手な私にとって、雑談をまじ

えながら学生諸君と近しく交わることのできた演習や

卒論指導は、楽しい時間でした。大学教育の醍醐味は

ここにあるという思いは、開講当初よりかわっていま

せん。開口一番「今日は疲れているんだ」が口癖では

あったけれど。

とてもかくても日本史研究室を続けてこられたの

は、学生さんに支えられてのことです。卒業生、在学

生のみなさんに拝謝しきりです。退職後は、しばしの

間は日本史専任教員がおりませんが、やがて新しい先

生が赴任されて、新しい日本史研究室ができることを

楽しみにしております。

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
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［事務局だより］
　令和２年度の北桐会の活動は、新型コロナウイルス感
染拡大予防のため、本来ならば各役員参集の上協議・評
決いただいた評議員会や理事会・常任理事会等の会議
を、メール会議での意見交換や書面表決等により進めて
まいりました。多くの会員や役員・委員のご協力と小笠
原会長のリーダシップのもと、このコロナ禍において同
窓会活動を継続しております。また、北桐会の本部事務
業務に長きに渡りご尽力いただいた澤田幸子さんが５月
末日をもってご退職されました。長い間、北桐会のため
にご貢献いただきありがとうございました。新事務員と
して、４月１日より小野寺美樹さんをお迎えしました。
どうぞよろしくお願いいたします。　
　以下、今年度６月からの主な活動を時系列で報告いた
します。

令和２年６月１日
　・令和２年度第１回理事会（書面表決）
　・北海道支部令和２年度総会（文書による審議方式）
６月15日
　・ コロナ禍における学生支援について打ち合わせを実

施した。（小笠原会長、会計・総務担当常任理事、
教育学部事務長）その結果、北桐会から給付型奨学
金を実施することを緊急案件として決定し、具体的
な事務手続き方法について相談した。翌日16日に本
件実施について常任理事にメールで報告した。

６月26日
　・ 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う給付型奨

学金（岩手大学給付金）」への追加支援として教育
学部教員養成基金へ86万円を寄附金振込した。

６月30日
　・第61回評議員会（書面表決）
７月30日
　・第１回常任理事会
７月31日
　・ 北桐会報「北桐」編集委員の推薦を、仁王小、緑が

丘小、上田中、黒石野中、附属小、附属中の各校長
へ依頼した。

８月21日
　・第２回常任理事会
９月１日
　・ 北桐会報「北桐」編集委員6名を決定し、委嘱状を

送付した。
９月25日
　・ ９月卒業式において、２名の卒業生に『北桐』59号

と卒業記念品キャンバストートバッグを贈呈した。

９月30日
　・第１回『北桐』編集委員会実施
　・ 第２回理事会開催についての打ち合わせを小笠原会

長、総務担当常任理事で行った。
10月31日
　・ 秋田支部設立検討会を行った。（小笠原会長、総務

担当常任理事）
11月５日
　・第３回常任理事会
11月25日
　・第２回『北桐編集委員会』
12月１日
　・第２回理事会（書面表決）
12月８日
　・卒業記念品納品
12月18日
　・北桐会報原稿依頼について確認打合せをした。
12月21日
　・北桐会報原稿依頼文書発送
令和３年１月８日
　・ホームページ更新の打ち合わせと作業を行った。
１月14日
　・ ホームページ更新作業と今後のスケジュールなど打

ち合わせを行った。

　マスメディアではこのコロナ禍においても、教育学部
同窓生の活躍が報じられています。芥川賞受賞作家の若
竹千佐子さんの『おらおらでひとりいぐも』が11月に映
画公開されました。また高橋英輝さんの東京2020オリン
ピック競歩日本代表選手内定が報道されております。北
桐会会員としても大変嬉しく、そして誇りに思います。

「連絡とお願い］
　○ 会員の住所変更・改姓や会報不着等ご連絡は、本誌

折り込み葉書を利用して事務局へご連絡ください。
　○ 恩師や会員のご逝去の際には弔電をお届けすること

になっております。もし情報が入りましたらできる
だけ速やかに事務局までご連絡ください。

　○ 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。

　○ 発行協力費がたくさん寄せられています。ご協力い
ただきました会員の皆様に厚く感謝を申し上げます
とともに、引き続きご協力の程お願いいたします。

　○同窓会活動へのご意見ご提案をお待ちしています。
　○ 岩手大学同窓会連合会報も同封いたしますのでご覧

ください。
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おかげさまで「北桐」60 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「東日本大震災から10 年を迎えて」と題し、震災当時及び震災後

に沿岸地域の学校に勤務あるいは在校されていた同窓生の方々にご寄稿いただきま

した。

発災から１年を経た時期に発行された「北桐」５１号においても、「東日本大震災

～被災地の思い～」と題した特集が組まれています。その巻頭言において、当時盛

岡市立上田中学校校長（北桐会副会長）であった伊藤好男先生は、発災直後の教

職員の対応や横軸連携の取組を紹介した上で、次のように述べておられます。

「私たちは 2011.3.11の東日本大震災津波を後世に語り継がなければなりません

が、同時に、岩手の教育を支える優秀な教師たちの存在も語り継がなければならな

いと思います。そのことが、岩手の教育の礎になるものと確信しております。」

震災から１0 年を迎える今、同窓生の方々のこれまでの取組や思いを共有し、次代

の岩手の教育にバトンをつないでいきたいと考えます。

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。　

（Ｕ・Ｊ）

編集後記


