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髙田文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室長が
秋田大学教育文化学部を視察
文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画
室の髙田行紀室長が 8 月 24 日，秋田大学教育文
化学部を訪れました。
はじめに，同大
大学院教育学研究
科教職大学院の院
生室を視察しまし
た。学校の職員室
を思わせる室内で
は，現職教員の大
学院生と教員志望の若い大学院生が共に学びあ
い，互いに良い刺激となっています。壁面に掲げ
られた新井石禅のことば「人己心腹気」（院生自
身が，人は大きく先にして，己は小さく後にし
て，心は丸く，腹はたてずに横にして，気は長
く，という意味をデフォルメして描いている）を
室長が目にして，大学院生から丁寧な説明を受け
ていました。院生の説明には，教育にかける熱い
思いを感じさせるものがありました。

分け隔てない意見を交わしていました。秋田県は
全国に誇る小・中学生の高い学力で知られている
とはいえ，「自発的な発問を生徒へ促すことが，
結果的に，受動的な発問になってしまう危惧はな
いのか？」といった若手大学院生からの問題提起
をはじめ，日頃の探究活動が随所に表れていて，
いずれも示唆に富んだものでした。

視察後は理事・学部長等と意見交換が行われ，
話題が近隣大学との学部間連携に及ぶと，室長か
ら全国の大学の事例も交えた貴重な情報が提供さ
れました。学部長等からは，過去に秋田県が全国
的に見て 40 番台の学力に低迷していた時代か
ら，いかにしてここまで至ったかや，有識者会議
報告等についてどのように検討し，対応しようと
しているのかなどについて伝えられ，室長は熱心
に耳を傾けていました。

続けて，教職大学院の「教科教育実践の理論と
展開」の授業を見学しました。視察した授業で
は，県の教育指針や発表者が行ってきた授業につ
いて問題提起し，様々な経歴を持つ大学院生達が

－1－

第５１回全国国立大学附属学校連盟校園長会研究会秋田大会
平成３０年度日本教育大学協会附属学校連絡協議会校園長分科会秋田大会

「国そして地域の教育を支え、リードする附属
学校のあり方～有識者会議からの報告を受けて～」
のテーマのもと、標記大会が平成３０年８月２３
日(木)２４日(金)の二日間に渡り、秋田市のホテ
ルメトロポリタン秋田を会場に行われ、全国の附
属学校園の校園長１４１名が一堂に会しました。
秋田大学からは、志立正知理事と佐藤修司学部長
にもご参加いただきました。当初、台風２０号の
接近もあり、開催が心配されましたが大きな影響
はなく、会は予定通り順調に進められました。

附属小学校副校長 千葉 圭子
んあり、愛着をもって育てることの大切さが伝わ
ってくる内容でした。
その後、懇親会までの間に歓迎アトラクション
として、会場ホテル近隣のアゴラ広場で特別支援
学校と秋田大学竿燈会による竿燈の演技が披露さ
れました。竿燈を観ることが初めての参加者も多
く、大好評でした。また、特別支援学校の生徒が郷
土の文化(祭)に深く関わっていることに感心する
声も多く聞かれました。懇親会は、秋田大学竿燈
会のお囃子の音が響く中、秋田の郷土料理や地酒
を堪能するといった秋田色満載の和やかな会とな
りました。

【全体会の様子】

【実行委員長
成田雅樹附小校長】

【文部科学省教員
養成企画室長
高田行紀様】

文部科学省説明では、文部科学省高等教育局大
学振興課教員養成企画室室長の髙田行紀様から国
立大学附属学校の課題と期待についてお話をいた
だきました。既に改革に取り組んでいる学校園の
具体的な事例も紹介していただき、大変参考にな
りました。続く講演会では、秋田市大森山動物園
の小松守園長様から「どうぶつ世界の子育てに、
家庭教育の原点を探る」と題してお話をいただき
ました。動物の子育てに学ぶべきところがたくさ

【懇親会の様子】

二日目の分科会及び情報交換会では、幼・小・中
高・特の４分科会に分かれ、本大会のテーマに沿
った提案者による発表や協議がなされました。ど
の会場も熱気に溢れたものとなり、貴重な情報交
換ができました。二日間、秋田大学はもとより、ホ
テル関係者や旅行会社、コンベンション協会等、
たくさんの方々に支えられ無事に終了することが
できました。なお、来年度は、高知県で開催されま
す。
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地方からの新たな挑戦－あきた数学教育学会の発足

【船出】
８月２５日（土）
、あきた数学教育学会の第１
回定期研究集会を、教育文化学部との共催によ
り、実施しました。大曲の全国花火大会と期日が
重なったため午前中だけの半日開催としました
が、２分科会で６件の研究発表があり有意義な意
見交換をすることができました。発表者は、小学
校、中学校、高等学校、大学（うち、県外から２
件）と多様で、発表内容の大部分が秋田県内で行
われている教育実践に基づくものであり、秋田の
実践や研究の蓄積・発信を、組織的に進めていく
学会としての可能性を感ずることができました。
総会では、研究集会、学会誌発刊等の事業およ
び予算の審議をするとともに、本学会の母体であ
る秋田算数・数学教育研究集会の会長を務めてこ
られた、秋田大学名誉教授の湊三郎氏、秋田大学
教授の杜威氏の本学会の名誉会長への就任が承認
されました。

あきた数学教育学会会長 田仲 誠祐
月には、本学会の趣旨に賛同してくださった国立
教育政策研究所の千々布敏弥総括研究官による設
立記念講演会を開催し、本学会の旗揚げをいたし
ました。
【今後の見通し】
本学会が編集する学会誌は、従来のように、単
に投稿された論文を審査し掲載するというものの
ではありません。秋田県内の数学教育研究会等で
発表された実践報告で、学会等で未発表なもの
（いわば実践研究の原石）について、論文作成の
サポートを積極的に行うことにしております。秋
田県教育委員会の数学の指導主事も多数に学会に
加入しており、秋田の地で温めてきた理念と優れ
た教育実践を可能なかぎり蓄積・発信することが
期待できます。県外から参加してくださる研究者
の視点は貴重であり、今後、共同研究を活性化さ
せていく見込みです。日本数学教育学会が百周年
を迎えた節目の年、一地方に発足した本学会が、
教育県秋田の風土と調和して個性豊かに発展して
いくことができたらよいと考えております。

【経緯】
本学会の前身である秋田算数・数学教育研究集
会は、本学大学院数学教育専修の修了者を中心
に、数学教育に関心の高い教員が集う研修会を毎
年７月に行ってきました。このような活動を 20
年以上続けてきた今、秋田の教育界は大きな変化
の局面を迎えております。大量退職、大量採用に
よる、秋田の教育実践力の継承が課題になってい
るのです。また、学校の多忙化、働き方改革の流
れに伴い、教員による研究会の活動も縮小の傾向
にあります。一方では、秋田県の授業力について
の様々な研究、著作が増え、年々、国内外の教育
研究者の秋田への関心が高まってきています。こ
のような状況を踏まえ、研究集会を発展的に解消
し新たに設立したのがあきた数学教育学会です。
本学会は、教員を退職した人や県外の研究者の知
の結集を目指しております。そのために、今年３

【南（教育）門を塗り直し、補修しました】
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車椅子バスケットボール U23 強化育成合宿
地域文化学科２年次 山崎 泰誠
足りない部分、課題が多く見つかったので、今後
の練習で改善していきたいと感じさせられまし
た。その後、１１月に行われる国際大会のメンバ
ーに選出はされませんでしたが、同じ日程、同じ
会場で行われるブロック別の大会に東北代表とし
て選出されたので、現在はそこに向けてトレーニ
ングに励んでいます。１２月には千葉県で合宿が
行われる予定なので、そこに向けて今回見つかっ
た課題を改善できるように頑張りたいです。ま
た、私の最終的な目標は、日本代表に選ばれて活
躍し、チームを勝たせられるような選手になりた
いので、これからも練習に取り組んで成長してい
きたいです。

７月３０日～８月３日の日程で車椅子バスケッ
トボール U23 日本代表の強化育成合宿が静岡県焼
津市にある焼津市総合体育館で行われました。
U23 の合宿は年に３回行われており、そのうちの
１つです。今回の合宿の目的は１１月に北九州で
開かれる国際大会のメンバーの選出とそれぞれの
選手のレベルアップのために行われました。個人
の目標としては前回の合宿からのレベルアップと
国際大会のメンバーに選出されることです。１日
目は午前中が会場へそれぞれ移動、午後からの練
習では基本的な動きのタイムを計測し、ホテルで
ミーティングを行いました。私は前回よりもタイ
ムが伸びていましたが、周りよりも良いタイムと
はいえなかったので、次回の合宿までに伸ばせる
ようにしたいです。２日目から４日目は同じ日程
で午前３時間、午後２時間練習を行い、軽食を挟
んでから、試合を行いました。それぞれ自分の今
の全力を出し切ってやりきれました。最終日は一
般公開の試合を行いました。あまり出場する事は
できませんでしたが、声を出し、周りをサポート
できました。今回の合宿では A 代表のメンバーも
参加していたため、とても有意義な合宿となりま
した。５日間の合宿から私自身、前回よりもレベ
ルアップしていた部分もありましたが、まだまだ

【普段の練習風景】

第 4 回あきたの教師力高度化フォーラム
９月２９日（土）の午前中、第１回秋田大学教職大
学院惟蕗（いぶき）の会（教職大学院の同窓組織）が
行われ、午後には第４回あきたの教師力高度化フォー
ラムが行われました。フォーラムには１５０人近くの
方が参加しました。詳細は第 8 号でお知らせします。
【ワークショップの様子】
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特別支援教育コースの学び

わたしたち特別支援教育研究室では、特別支援
学校や特別支援学級、通常学級の教師を目指し、
日々学んでいます。特別支援教育研究室の授業、
ボランティア、研究室独自の行事について紹介し
ます。
特別支援教育に関する授業には、それぞれの
障害種の特性や教育総論、教育課程に関するもの
などがあります。授業のなかで、指導案をグルー
プで考えたり、障害の疑似体験を行なったり、体
験的に学ぶことができます。

次に、ボランティア活動について紹介します。
特別支援教育研究室では、秋田すずめの会、ハン
グルーズ、スペースクラブ、虹の輪という４つの
障害のある方の余暇活動支援の団体に参加してい
ます。秋田すずめの会では、とっておきの音楽祭
という仙台市で行われるイベントで歌やダンスを
披露するため、幹部の学生を中心に、会員の方々
と一緒に練習をします。そのほかにも、月に一回
学生が企画をして活動を行ったり、ハロウィンや
クリスマス会、成人を祝う会などのイベントも行
ったりしています。ハングルーズやスペースクラ
ブでも、月に一回、日曜日にカラオケやボーリン
グに出かけたり、大学内で作品を作ったりして楽
しんでいます。虹の輪では週二回、バスケットボ
ールやエアロビクス、サッカー、ダンスなど様々
な運動を会員の方々と一緒に行っています。ボラ
ンティア活動を通して、特別支援教育に関わりた
いことを再確認できたり、上級生や同級生、下級
生と一緒に悩んだりすることで、確実に成長する
ことができていると感じています。何より、会員
の方々と関わることで、楽しい大学生活へとつな
がっていると実感しています。
特別支援教育研究室では、独自の行事を行って
います。二年生が係となり、企画・運営していま
す。新入生を歓迎するために、対面式や学年ごと

特別支援教育コース学生 木村 緒美
のコンパを行ったり、観桜会や新入生歓迎会を行
ったりします。新入生歓迎会には、研究室の教授
たちも招待し、自己紹介や他己紹介、ダンスなど
を賑やかに行います。そのほかにも、演芸祭で
は、学年ごとに、合唱や自分たちで脚本を考えた
劇を披露します。教師として必要な表現力や、協
力する力を育めます。スポーツ祭では学生だけ
で、係の人が考えた競技を行います。中村杯で
は、特別支援学校の先生方と一緒に、スポーツを
行います。忘年会や歓送会などもあり、学年間の
交流がとても多く、学年関係なく仲が良いことが
わたしたちの研究室の魅力です。

先生方や先輩に相談しやすい環境で、様々な経
験を積み、教師や社会人としての資質・能力を
日々高めるため、これからも授業やボランティ
ア、行事全てに全力で取り組んでいきたいと考え
ています。

【３号館・４号館の１階の境目部分に
アイスの自販機を設置しました】
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北方教育の伝統－学部の歴史をたどる④
みなさんは北方（性）教育を知っていますか。現
在、秋田は高い学力で全国に知られていますが、
歴史的に教育学の世界で知らない人はいないくら
いに有名なのは北方教育です。北方教育は生活綴
方（つづりかた）教育運動で、山形の村山俊太郎や
国分一太郎、そして無着成恭『やまびこ学校』（現
在の山形県上山市にあった山元中学校の生徒たち
の綴方文集で、1951 年に刊行され、当時、新教育
の流行の中で戦前来の生活綴方を引き継いだ実践
として全国的に注目され広く知られました）が大
変有名です。1950 年に日本綴方の会が結成され、
翌年に日本作文の会と改称されて現在に続いてい
ます。岐阜恵那や兵庫但馬・奥丹後における 1950
～70 年代における実践も有名です（石田和男、丹
羽徳子、東井義雄、渋谷忠男など）。
生活綴方とは、生活者としての子ども、青年が、
自分自身の生活や、そのなかで見たり、聞いたり、
感じたり、考えたりしたことを、事実に即して具
体的に自分自身のことばで文章に表現すること、
またはそのようにして生み出された作品を指しま
す。こうした作品を生み出す際の指導、文章表現
の過程での指導、作品を集団で検討していく過程
での指導、これらをまとめて「生活綴方の実践」
「生活綴方教育」あるいは単に「生活綴方」とよん
でいます。
この生活綴方の発祥の地は戦前の秋田なので
す。綴方は、戦前の教育課程の中で、文字や文章を
書く時間でしたが、国定教科書などがないため、
教師の自由な実践が可能でした。生活綴方以前に
も、大正自由主義教育の中で、《赤い鳥》に見られ
るような文芸主義的、童心主義的な綴方があった
わけですが、それは都市部の新興中産階級を対象
としていて、庶民の生活とは遊離したものであっ
たと評されます。生活綴方は、それを批判し、綴方
と科学、とりわけ社会科学との結合をめざし，東
北農村の地域性、厳しい自然環境、児童労働も含
めた農林漁業の過酷な労働、貧しい生活をふまえ
た生活学習を展開しようとします。その実践は単
なる作文教育ではなく、現在の総合的な学習の時
間に近いものでした。
1931，1932、1934、1935、1941 年は相次いで冷
害による大凶作が東北地方を襲っています。また、
1927 年の金融恐慌、1929 年の世界大恐慌、1930 年
の農業恐慌（生糸価格下落と豊作による米価下落
と外国産米の流入で農村は大きな打撃。翌年は冷
害による大凶作）が起こります。東北の中では比
較的冷害の少ない秋田でも、飢餓や欠食児童、娘
の身売り、小学校教員の給与未払いなどが社会問

題化していました。1934 年の秋田県における娘の
身売りは約 11000 人にも上り、前年の約 4000 人の
2 倍以上になっていて、身売り防止ポスターなど
も作られたそうです（当時の秋田魁新聞
http://www.pref.akita.jp/fpd/rekishi/rekishiindex.htm）。

http://www.reigai.affrc.go.jp/zusetu/reigai/kako/kyorei.html
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農
業研究センター水稲冷害早期警戒システムＨＰより

秋田の北方教育の始まりは、成田忠久が 1929 年
6 月に設立した北方教育社です。成田は師範卒で
はありませんが、浜田小学校（現在の三種町立浜
口小学校）の代用教員を 4 年半勤め、退職後に秋
田市で豆腐屋を営んでいました。近隣の教師たち
が豆腐屋に集まり、子どもたちの作文を持ち寄り
ます。作品の善し悪しではなく、そこに現れた子
どもたちの内面や生活、教育のあり方を議論して
いたのです。
成田は児童文集「くさか
ご」
を 1929 年 7 月に発行し、
1930 年 2 月に「北方教育」
を創刊します。1935 年には
秋田、宮城、山形をまたぎ、
東北 6 県をつらねる
「北日本
国語教育連盟」を結成して、
機関誌「教育・北日本」を発
行します。雑誌発行や活動
を支えたのは、本学部の前身
【成田忠久】
である秋田師範の卒業生である、若い綴方教師た
ち、滑川（なめりかわ）道夫や佐々木昂（たかし）、
加藤周四郎、佐藤忠三郎、田村修二、鈴木正之らの
同人組織でした。
「光は北方より」を合い言葉に多
くの教師が集い、運動を広めていったのです。
ただ、雑誌・印刷所経営が経済的に行き詰まっ
て 1938 年に破産してしまい、成田は秋田を離れ上
京します。ます。その後も、綴方教育の実践は続く
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のですが、1940 年 2 月以降「生活綴方事件」によ
る治安維持法違反容疑で教師たちが検挙され、弾
圧を受け、運動もストップします。40～42 年にか
けての検挙者は全国で約 300 名に及んだと言われ
ます。
治安維持法違反容疑の理由は、教師たちが、社
会主義、共産主義を目指し、天皇制や資本主義、軍
部に反対し、国体の変革を図っていた、というこ
となのですが、実際には全くそのようなことはな
く、北方教育社は秋田県などの教育行政と一緒に
なった取り組みを盛んに展開していました。当時
の国家にとっては、生活をリアルに見つめさせる
こと、生活の中にある様々な問題、矛盾を考えさ
せること、これだけで、すでに、国体に反した反逆
的、非国民的なものと見なされたのです。リアリ
ズム、生活への科学的、論理的、批判的な見方が否
定され、個人の権利、平和、民主主義も否定されま
した。（北海道での弾圧については、三浦綾子『銃
口』や、佐竹直子『獄中メモは問う－作文教育が罪
にされた時代－』北海道新聞社 2014 年に描かれて
います。）
佐々木昂は、1940 年 11 月に治安維持法違反容
疑による弾圧で検挙され、獄中で肺結核が悪化し、
拘留停止後に死去しています。加藤周四郎も検挙
され、大審院まで争いますが、有罪となり、秋田を
離れます。多くの同人が教育現場を追われること
になりました。
ただ、滑川道夫は 1932 年に上京し、成蹊学園訓
導となっていて、北方教育を東京から支援し続け
ました。戦後は東京教育大学（現在の筑波大学）教
授となり、日本児童文学学会会長を務めました。
戦後、生活綴方を運動的にも理論的にも支えます。
生地である湯沢市の湯沢図書館には滑川文庫が設
けられています。
北方教育の創刊号に記された「我等の使命」に
は以下のようなことが書かれています。（わかり
やすいように書き換えています）
①北方教育は教育地方分権の潮流により、北方
的環境に根底を置く。
②方法上の観念的概論・空説を排除して、具象
的な現実の中に正路を開拓する。
③綴方教育だけでなく、芸術分野での清新はつ
らつたる理性と情熱をもって開拓し、ひいて
は教育全体の検討を行う。
この「現実の中に正路を開拓する」こと、そし
て、
「子どもから出発して子どもに帰る」という決
意を「教育におけるリアリズム」と呼んで大切に
していたこと、これらは今も大事にすべきことで
はないでしょうか。
生活綴方は単に子どもに作文を書かせ、
〇日本語の表現能力・技術を高める。

〇論理的かつ説得的な思考力・表現力を高める。
〇芸術的、文学的な感性・表現力を身につける。
ことにとどまらず、
〇教師が子どもの内面や生活の実態を読み解き、
子どもの成長を支援する。
〇作文を読み合い、発表し合うことで子ども同士
が理解し合い、仲間づくりを行う。
〇学級新聞等を通じて、子どもだけでなく、保護
者も含めた協働的・共生的関係を作る。
〇子ども自身が自分の感情、情動を整理し、コン
トロールする力を得る。
〇不安や不満を言語化・論理化し、要求、行動、計
画へと進化する。
〇各教科で得られた知識、能力等を生かしながら、
問題を発見・分析し、解決の方途を摸索する。
〇災害、虐待、いじめ等で生じたトラウマを整理
し、前を向く力を得る。
といったことにもつながります。それ故、生活綴
方は日本作文の会（略称「日作」）だけでなく、全
国生活指導研究会（「全生研」）、高校生活指導研
究会（「高生研」）、教育科学研究会（「教科研」）、
東北地区民間教育研究団体連絡協議会（「東北民
教連」）などに広がっていくのです。

ただし、生活綴方の実践は誰にもできると考え
るのは間違っています。教師が支配するような教
室では綴方は成り立ちません。教師が望むような、
型にはまったものしか出てこなくなり、綴方は思
想調査のような管理の道具に転化し、子どもは内
面を閉ざします。ですから、教師には、
〇子どもたちが自由に自分の思いを出すことがで
きる安全、安心な空間を作りだすこと。
〇子どもたちや作品を共感的に深く理解し、寄り
添えること。
〇子どもたちを取り巻く地域、社会の状況、構造
を深く理解し、自らも解決に取り組むこと。
〇教科等と綴方とを関連づける科学的な力やカリ
キュラム・マネジメントの力を有すること。
〇子どもから、同僚から、優れた実践から学ぼう
とする謙虚さと貪欲さを持っていること。
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などが必要なのです。特に子どもたちが災害等で
トラウマを抱えている場合には、行う時期や内容、
運び方などについて、医療・福祉・心理関係の専門
家の意見をもらうなと、慎重な見極めが必要です。
来年 2019 年は北方教育社創立から 90 周年にな
ります。先人が築いてきた遺産を忘れることなく、
現在に生かしていきたいところです。
秋田大学中央図書館は、北方教育同人懇話会等
から寄贈を受けた関連資料を多数所蔵していま
す。図書館 2 階特殊資料室にあります。是非足を
運んでください。
【北方教育を扱った主な図書】年代順
北方教育懇話会『秋田の北方教育史』1964
日本作文の会『北方教育の遺産 若き日本民間教
育運動創始者たちの歩み』1972
剣持清一『北方の教育―運動の拡がりとそれを支
えた人間群像』1974
戸田金一『秋田県教育史 北方教育編』1979
加藤周四郎『わが北方教育の道』1979
東北地区民間教育研究団体連絡協議会『北方教育・
その継承と発展―東北民教研の 30 年』1983
秋田県教組編集委員会『北方教育物語』1987

吉沢久美子『父 成田忠久と私』1989
戸田金一『真実の先生―北方教育の魂加藤周四郎
物語』1994
戸田金一『北方教
育の誕生―秋田
の人づくり』
2004
戸田金一・大島光
子・太郎良信『手
紙で綴る北方教
育の歴史』2008
三村隆男『書くこ
とによる生き方
の教育の創造－
北方教育の進路
指導、キャリア
教育からの考
察』2013
（生活綴方についてはこの数倍以上の本がありま
す。なお、戸田金一先生は私の前任の教育制度
の先生です。）
【佐藤修司】

【３号館３階のスペースに自販機を設置しました】

【５号館から見る夏の日の鳥海山と秋田駅方面】
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