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ド合宿ゼミ歩刊号令約定考発る;;~~~I

合宿セミナ一、うら、のまた裏

発散の場が減り，若者のエネルギーが欝積しデモなど

するのでないかと考え， 登山なども計画i笑行した。同行

した年輩の教授達の苦労を学生逮が理解し得たであろう

か。当11寺中年であった私は大いに疑問視したものである。

幼児期一家揃ってハイキンク二 一寸した登山 をした

思い出を持つ者は多いと思う。好い時代になったもの

である。 77が朝早くからお握り(今はサンドイツチ)

等の御馳走を作り，パパ ・ 77がリック，水筒を拐 さ，

幼児は殺と手を繋いだり，殺の前を一人歩きしたり，よ

く見る光援である。 ζれが， パパ ・ 77が50才代，小供が
サマ . 

20才代では様 fCならない。私には職員が77 に，教官

がパパ』ζ見えた。 人間生まれて成人になるプロセスで，

各ステップ毎にそれぞれ1IC、要な教育を家庭でしなければ

子供はリック(社会や家庭)を但いでくれない。以後，

遅ればせながら，リックを学生に持たせ，酒を飲まさ

れればツブレ，話をすればトンチンカンを云う事にし

た。軽蔑する学生が多いようである。親を心から軽蔑

する小供が多いと思う 。教育が悪かったのである。

合宿ゼミ の形態も其の後変り，学生の気質も年々歳

々変り今日 l乙至っている。幸い合宿ゼミを実効あるも

のにしている教科も在る様である。学生から教官のみ

が学ぶ事が多い様に思える。家庭でも合宿ゼミを開い

て見ては如何なものでしょうか。

国語科 3 年亀 山勝 義

り たいと願うものである。

社会科 3 年 田中 健 一

合宿セミブ ーに対する意義付けは，人それぞれ遣う

と思います。賛成論，反対論いろいろあるようですが

私は賛成の立場です。私は合宿セミナーを行うこ と に

より ， 学生聞や教官とのよ り深いコ ミュ ニケーション

が得られると思います。 合宿セミ ナ ーは各教科目Ijで行

います。志を同じく する学生が全員参加して，膝を交

えて語り合い，一泊でも二泊でも行動を同じくする乙

とは意味のある乙とと考えます。それは単なる遠足や

行楽に過ぎないとよく !}fc しますが，私はそのように

は思いません。何故なら同じ教科の学生でも全員顔を

そろえて話し合う機会は合宿セミナ一以外ないからで

す。また自分の所属する教科の学生を知り，意見を交

換する場でもあります。また横のつながりだけでなく

縦のつながりを考えたとき ， 二年生と三年生が合間で

行うことも意味がある と思います。 このようなセミナ

ーはこ年生と三年生のとき各々一回あるわけですが，

r それに貸す時間とお金は，ささいなものと考えます。

以上，私の合宿セミナ κ対する考えを述べましたが，

乙のようなセミナーは今後も続けて欲しいと思います。
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数学科 3 年佐藤 2豆Z
，月

10月初日， 21 日に行われた数学科 3年次合宿セミナ

ーをもとに，合宿セミナーに対する私観を中心に述べ

たいと思う。

数学科だけでなく，多くの教科におわても合宿セミ

ナーの意義・目的は，第ーに学生関，さらに教宮との

交流 ・親睦であり，第二K教師を目指す大学生として

の資質と力量をあげる乙ととしている。前者に関して

は，今までの合宿セミナーもそうであった通り，今回

も充分な成果を収めたと言えよう。後者については，

合宿セミナーを単に酒飲みやパカ騒ぎに終らせてはな

らない意味で非常に重要な目的であり，今回もある程

度の成果があがったが， 乙乙 Kとどまる乙となく，今.

後さらκ重要視してゆかなければならないであろう。

しかしごく一部の学生の関IL，当然学ばなければなら

ない乙とすら学ぼうとしない風潮がある乙とは，合宿

セミナーの乙とに限らず問題である。

と乙ろで，合宿セミナーのアンケー卜を見る限りで

は，総体的に好評であり，今後も継続してゆくべきで

あるとの意見が多かった。

音楽科 3 年 渡部夏美

二度目の合宿セミナ -11:も，自分は幹事であったに

もかかわらず，その本来の意義を把握しないまま臨ん

でしまった。あれから一カ月J 今はただ，合宿セミナ

ーがどうにか無事終了したととを安堵するばかりであ

る。と乙ろで，果してどれだけ多くの学生が，合宿セ

ミナーについて共通認識を抱いてわた乙とだろ ラか。

乙れまで自分は，三度修学旅行を体験してきたのだ

から，大学においても同じようにそれなりのものがあ

っても全く不思議ではないと考えている。言わば合宿

セミナーも，自分にとっては楽しい修学旅行のような

ものである。さて想い出してみよう。自分はζれまで

修学旅行の意義や目的云々を認識しながら，参加して

きたかと言うと全くそうではないのだ。何年かに一度

ぐらい，修学意識をかなぐり捨てて，見知らぬ地で仲

間違と楽しく過ごじても，そう悪い乙とではなかろう。

今回，果して自分は幹事と lンてどれだた貢献できた

かどうか知るよしもないが， どうやら将来の教育者と

しては，立派な幹事でなかったようである。

英語科 3年富樫博子

英語科の合指セミナーは， 10，月 19 日 ， io自にかけて

蔵王温泉で行われた。丁度，蔵王温泉は，紅葉が見と

ろで，色とりどりに染った山々の景色をながめる ζ と

ができたし，さわやかな秋の風のもとで，一同ソフト

ボールを楽しんだ。

しかし，今回の合宿セミナ -11:関しては，期間，場

所と共に不満が残らなかったわけではない。例年なら

ば，三年時のセミナーは，二泊三日で行われていたの

だか今年は，去年と同様に一泊二日になってしまっ

たからである。セミナーを行う時期としては，担任の

先生から，卒業論文や今年の教員採用の状況などKつ

いて詳しいお話とアドバイスを伺う乙とができたので

タイムリーだったと思う。だが，三年時では;山形県

内ではなく，県外で行おうという意見も多く出てドた

ので，移動するのに十分な時簡を組みζ ù'乙とができ

ず，安易な場所』ζ決まってしまったのは残念である。

やはり，一同の親睦を潔めて，お互いφ話をじっく
りと話し合うには， もっと時間があった方が良かっ子こ

のではないだろうか。

美術科 3年牧野 E 蘭

私は，合宿セミナーと云うものはいわゆる，学生遠

の親睦が目的Tごと思っている。そればかりが本来の目

的だとは思わないが，親交なくして心底の話し合いは

不可能である。上面だけの話し合いはくり返す程無意

味であろう。昨年，今年共，合宿セミナーは成功した

と思う。づまり，互いの親睦がより一層深められ， そ

れILよって互いの心をわった話し合いが可能になり，

専門分野の選択において他者が何を選ぼうかと迷って

いる時に，伺人の才能を生かせる分野を皆で捜し合え

る雰囲気にまで盛り上がったと云う ζ とである。乙う

云った企画は，現代人に欠けがちな思いやりの精神を

育成する点で，非常に有意義だと思う。また我々の場

合，教官との形式上の話し合いがおわると，適度のア

ルコールによる無礼講的話し合いの場がもたれる。 ζ

の時の絶大な盛り上がり方，本音と本音のぶつかりあ

いは合宿セミナーを諮る luJè、要不可欠の要素である。

乙のパワーをいつの日か社会の為に役立てる時が来る

と思うと，合宿セミナーと云うコミュニケーションの

場は，決して無意味なものではないのである。
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体育科 S年菅原 透

今年度の 3年次Kおける合宿セミナーは予算の関係

で期間が短縮されて実施された訳であるが，短期間で

あっても合宿セミナーは有意義であり，価値のあるも

のであったと思う。同じ目的を持った学生同志が乙の

機会において行動を共にし，また議論しあいながら専

門の知識を追求し，お互いの交流をはかつていけたか

らである。そして学生問だけでなくその中K教官を加え

ての話し合いをもてた事は実に有意義であったと思う。

交歓会においても，ただ酒を酌み交すだけでなく，互

いに心を開き合い仲間意識を一層確固たるものとする

事が出来た。ただ 3 年次ともなると卒論指導の目的

も含まれるが， これは全体指導とは別 fr.学生個人が担

当教官に直接質問する事による或る程度の目傍達成が

期待されるのではないだろうか。教宮と学生の交流の

場として，そして何よりも学生同志の交流の場として

合宿セ ミナーは短期間ではあるが我々にとって必要不

可欠のものであり，また卒論に悩ù'学生』ζ とっては良

き相談の場である。合宿セ E ナーの是非が問われてい

る今，私は今後も継続されるべきものであると考える。

家庭科 3年後藤恵子

今年の 3年家庭科の合宿セミナーは10月の17， 18 臼

に大井沢で行われた。季節は秋の終わり，山は紅葉し

ており，青い空Kすばらしく映えていた。その中でテ

ニスをしたり，自然の中を散策するなど，自然を満喫

できた。

しかし，座談会は真剣な雰囲気で行われた。 9 月中

fL行われた小・中学校での基礎実習の感想，またそれ

を通して考えたことを一人一人発表し合い，高7水先生

からそれに対して意見があった。要約すると，私たち

は教育実習中は学生であるが，児童や生徒の立場か ら

見れば教師である。学生だからといって逃げ腰fζなっ

たり，中途はんぱな態度をとってはいけないという乙

とだった。つまりきちんと臨場感を持つてなくてはな

らないという乙と Tごった。

教育学部に入ったものの，日頃理惣の教師像などは

深く考えた乙とがなかったが，今回の合宿セ ミナーは

まだ具体的Kはつかめていないものの，それについて

考える機会を持てたという ζ とで，非常に有意義なも

のであったよう K思う。

技術科 3年佐藤邦子

LET'S PLAY TENN 1 S !今年の合宿セ ミナ

ーは，テニスができる，あの厚生年金休暇センターで

行われた。文字通り，私は友人たちと自由時間のほと

んどを，テニスfL費した。運動後のビールや夕飯は格

別で，なんとなく旅行しているようなくつろぎを感じ

て 2 日聞を過Cした気がする。

我が技術科合宿セミナーのメインは，研究室決めκ

あった。研究室は，各々があらかじめ考えていたよう

で思ったよりスムーズに決まった。そこで，私は卒論

に対するみんなの意気込みを多分κ感じとった。それ

からのコンパは，山形の夜景の美しさを満喫しながら，

和やかな雰囲気のもとに行われた。ちょっと欲を言えば，

お酒の;量が少なかったかなあ……。思えば学部に移行

して約二年，個性がぶつかり合う ζとも多いが，それ

だけ互いを理解し合♂~ .'~，仲間叫長しできむそ
れには合宿セミナァを二度経験した乙とを見逃せない。

合宿セミナーの目的， 主主かし方は，各科をそれぞれ違

うと思うが，私たちは，私たちなりに成果を上げるこ

とができたと，心から感じている。

心理科 3 年 荒浪千佳子

3 年生である私は，合宿セミナーには 2 回参加した

わけだが，去年 t乙比べて今年の同セミナヶは，すべて

において軽んぜられてきていると実感した。私達，心

理の合宿セミナブは，去年は 3 年生の研究発表があり，

その頃 2年生で何もわからなかった私達は，ただひた

すらに，先輩方と先生方のやりとりを見開きするので

精一杯だったのを覚えている。が， t.こだそれだけTごっ

たとは恩わない。心理学という学聞を深める， という

大それた事はできなかったにしても，手必童なりに心理

学の宍もレろさ，難かしさ，そして心理学に対する考

え方を改めて考えさせられた， という乙とがあり得た

ものは大きかったと恩う。しかし，それも，時間があ

ったから乙そできたもので、ある。なのに，年毎fL日程

は短縮されていき，合宿セミナーの価値が軽く見られ

つつあるようで，せっかくのよい企画がこのままでは

もったいないと思う。年 Ir.一度だけの合宿セミナーで

ある。少しぐらい予算がかかっても，日程をもう少し

のばして，内容の濃い，価値のある合宿セミナーを乙

れからも，続けていくべきではないだろうか。
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養護科 3 年後藤 良重

3年の養護課程の合宿そ E ケーは，10.月 19 ・ 20 自に

作並においで行われたが，秋の美しい山々を眺めなが

ら，同じ課程の人達と嫌々な乙とを話したり，研究室

や卒論などについて先生からお話を伺ったり，有意義

iζ過Cすととができた。同じ課程といつでも，普段は

あまり話をしないような人とも，自分が考えている問

題を出じ合ったりして意見を交換し，みんな夜がふけ

るのも忘れていたようだった。

しかし，今回の合宿セミナーは， 、、親陵を深める、、

という点では十分その目標が達成されたが，そればか

りに流されてしまったように思う。去年の川西町のコ

ロニ一見学のよう fC，一つくらいは研修的な意味のも

のがあれば，なお良かったのではないだろうか。障害

児教育について学ぶという意識を持ったが，まとまっ

て学外へ出たわけ Tごから，作業所や特殊学級など，ど

ζかーケ所見学をしておけば， それについても話し合

う ζ とができ，合宿セミナーの内容がさらに充実した

のではないだろうか。

理科 3年 柏谷多喜子

「合宿セミナー」と銘打って，わざわさ'時間とお金

を費やして遠方へ繰り出すととニ因。時間の大部分は

殺陸を深める事にさかれ， 残り少々でセミナーらしき

乙とをやってお茶を濁す。程度の差乙そあれ， ど乙の

教科でも似たような情況ではなかろうか。研究室選択

の参考κするよう κという意味で説明会が設けられた

かも知れぬが.全教官が参加するわけでも芯く，単K

タイムーリーだから主いう理由からとしか思えない。

授業時以外lζ教官や学生が集まり同じ屋根の下で寝

食を共Kするという機会は皆無と言えよう。それゆえ

「親陵会」にはもって乙いの合宿セ ミナーである 。 ζ

の意味において「今回は有意義だったJ と夢見心地で、

帰ってきた人もいるのだが， 乙のままでは合宿セ E ナ

ーの主旨からどんどんそれてゆくしかない。

皆の態度が今のままであるならば， 合宿セミナーは

不用である。研究発表会や討論会を設けるなど，講義

とはちがった事をするのならば，多少は苦しいだろう

が意義のあるものになるだろう。そうでなければ名称

を変えて 「合宿親睦会j とでもしたらよかろう 。

教育科 3 年 三好義宏

昨年と今年の二聞にわたって， 私は合宿セミナー委

員として， その任務をはたすことになった。昨年は，

まだ二年生であり ， ζ れと言った合宿セミナーですべ

き乙ともなく，クラスを三つに分け資料を持ちより，

討論会を開いた乙とが，唯一のセミナー らしさだった。

ただし，セ ミナー後の感想は良いもので，学生間の親

睦はたしかに深まり ，、 教官と打ちとけた話が出来るの

は，乙ういった場しかないだろう ぶ今年はi 例年二泊

三日だったのが，短絡されたもので，私志含め学生は

あまり乗 り気ではなかった。毎年，教育選修では，乙

の合宿セ E ナーで，つっこんだ卒論についての話をす.

るはずだったのが，一泊になったために止めになった。

かといって，どんちゃん騒ぎの一泊旅行にする訳にもい

かず，教育についての座談会と，板谷小学校への訪問

をするととにした。学校訪問は，めったに出来る乙と

ではなく，授業観察・先生方との座談会・児章との交

歓会など半日にしては，余るものだったh私たちは，

非常に有意義な経験をレたが，討函次第では， 一泊め

ノル7~はたすだけの，無意味なものになっただろ う。

第29回東北地方教育系学生ゼミナール
山形大会を開催して

東北ゼミ山形大会開催実行委員会

第29回東北ゼミは11月 20 日か ι4 日間， 乙 ζ山形大

学で 8大学約 400 名の学生の参加で開催されました。

「国民のための大学と教育を創造じよう J を統一テ

ー7K， 20の分科会や講演会などで参加者は，教育の

今目的意義を学習しました。

現在， 山大Kおいてゼミ ・ サークル活動が低迷して

いる中，今大会を契機としてゼミナール運動を発展さ

せようとする動きが現われています。開催を実行した

私TこちK とって， 乙の乙とは喜ばしいことです。しか

し，山大からの参加者が大変少なかった乙とは残念で

す。教師を目指し教育学部を選んだ学生が，教育が社

会的問題になっているにもかかわ与ず，教育について

他大学の学生と一緒K，実撃に語ろう とし忽かった 乙

とが本当に悔まれます。

最後になりましたが，開催にあたって協力 ・ 援助し

てくださいました方々民開催実行委員一同心から感

謝致します。
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| 最重!こ~:た豆町|
40年のまとめ

保健体育科鈴 木栄三

新制大学の発足ととも".体育

stl守状修16のにのの単位科目「運

動生理学j の侵家令待たねば'.ら

伝〈信り，昭臨時. 東京敏育大

字体育学忽の遷動生題学級ヨ'K

山ケ月間内地留学をした.

指帯数官の彰本良ー教夜〈慈恵医大生湿学教授〉か

ら，私の色っていた研究テーマはー願どにされず，

「スポ ツマンのa得得'n緊彊J のテ マが与えられ!

箇喰ったo ß簿御経κついては金〈無知でゐり，図子

分析怪色未だー舷釣4ζ" っておらず統計学の本κも

‘去ってい伝か9 た. アメリカのWenger教疫が自省榊

経緊張を因子分新法で処摩したのを，東大の沖中教室

が紹介した「回統医学J の研究主ちを蔵されたが，いく

ら筑んで 6浬解されず，文献縛めやテーマ理解i乙半年

を費し，笑.. 測定~始めたのは内地留学bIさりの頃だ

っにと恩う . コ;.，1:."....-タ一色俗〈手勤武計算楓て集

計し 3年かか。て雌めに鎗文が体力医学館に織った

符は，蟻しかったが恐〈もあった.

その後，砲鈎性官飽の統制E乙預。ている自律中枢を

究めよ うとして その上位中継に当る大脳辺縁系K及

び，斯界の権威・的実陶土の忠生湿の本~貧り霞むよ

うにはった. そして新皮質細胞特tζ大筋の前頭前野

の営む高/)(の舗樽線飽との一体的統制』乙及んて。 r体

育」が主雌としてきた「体力」や「鈍雌」の問題はl

心喝の相関心身一体Kおいて解決し事践せねばはら

はい乙と"到還した. 乙れはま択。戦中の文書S大臣で

"0た慣図邦彦筒士が，軒学と哲学の一外観から鈍か

れ"全線住醐6酬され。岬症や恥剰を解明し

ていく上に買献しておりSelye のストレス学畿の理

解叫役立ってきている.ζの心身の煉点と冨われる

Z腫系〈関脇生理〉研究の進歩は， ι身売淫綱』ζお"

る温要"ポイノトとして，気質 性絡に関わる貌幼児

期の感化や数化 ー 懐等を示唆し， 教育の原点追求の重

要性を示しているo ，似手を経て分酔4絞合，科学→

哲学. 運動4体育!人間生活由化的〉へのイデオロ

ギーは，漸{， .(;会ー体の徐力観 ・心喝--?iOの位脱観

にま>められて§たような気かする.

赴任した こ ろ

保健体育粍膏 山 憲好

赴侵したのは， 載後!聞も信い総

本.2<李 6 月であうた.どのようは

符過でI'l'Illにはるのか観明"よく

また聞乙うとも思わ'.か。た.当

略，教演の給与は国瑚企業より絡

段と低<.中学容の方念事蹟t~?

た者 6いた. 私は大企業の管型番を夢みて， それκは

諜京"出るととであ。たが食組事情念事〈犬線市へ

の伝入が図鍵で!や"をえずよ京の機会~待っていた.

歓良に匂ろうと考えたのは，秋図師範の教員時代にお

世厩1C.f.t。た笑茸が山形創艇に転径はきっており

戦地より復員してと娯修にお伺し， 再びお付合を順。

てい7ニー ゐる日究まから山形師範 '"艇はさいよと動"

を受 11f:.o それと前後して巾学校からも銭いがあ。たが

先生から断。ていただいたo 633制K変革の頃で.，る.

飽僅は予科 1写生だった.赴任以前'"組の偲径で

ある ζ とも知。ていた. それは舗の生徒''ll1. 鱒組火

で聞紙"'''乗り，容察官につかま。 τ. 但径は青山だ

がまだ見な乙とがはいと答えたのでめヲた. 警察宵は

コド容に思い問い合せがあ。て知。たのである. 赴任の

遅れたのは厚人として戦争命将綬であ。た肴は直ぐ

には教員"信れず公的傾関の審牽を受けf 合格者のみ

が教員に係周 されたのであ?t;ニ. 

.，の時の生徒色今はSα才4ζ信り学綬の校!l!.敏顕で

管理慌の麓望聖位地位の者色多い. 本年卒業3崎:.Ië珪で

岡沼会から表彰を受l:tt.:組である.

女子設の舎監を 5年も勧めていたがI 宿直の夜中I

泥棒が女子学生の寝室に入り 大金を取って遺げられ

た乙ともあ吋- 0 観から預かヲr-お金を位元由d暗ト

ラ νクにλれて置いたものをお金だけを銭き取られた

者もいた. 筆書κ"0た穂島は五重ほどでゐった. 寝

室4乙は 3- .名の学生が入ヲていたが皆熟睡してお。

たのであろう.連絡のめ9たのは午前 2 時頃であ。た.

1. t:. ， 策生と男子学生の心中彫件があり，両者とも

自ら若い命を噺qたのであヲた. 響には篠花らんまん

の書館の中庭で全寮生と花見の容を催し ハッピ'aE笠

襲で， ダンプ".，イダ で摘。た也ので.，った.

過ぎ去った時は阜仁社会情勢の変化色激し<.あ

れは良き時代fご。たといえる.

盛も、問お世話κはりました.
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第二の故郷山形の思い出

教学科 松岡元久

私が東京から山形大学陀叙任し

てきたのは剛和31年 10月中旬であ

った. それから今回まで27年めま

り，弘のした ζ との鱗ーはさPきま

わる ζとで6).， tミ .

学内で色よく動きまわり はか

なかっかまら信いので有名にはった ものである. 教室

へ行〈のは色ちろんのζ と グラ J ドでとびはねる乙

と 学をのクラブ活動の仲間κ入ヲた ζ ともしばしば

附属幼 ・ 小 ・ 中 裂の各佼聞にも足しげく過うたもの

でゐる.

自分の研究テーマの関係で県内の各市町村て行かは

いと ζろはは仁現場の学校舎たずねたζ と数知らず，

iI<他県は沖縄から始まり北海道までI よ〈まあいろ

いろ告と ζ ろ￠草綬を歩いたものだと思う .

生来 じっとして居られはも叶生分がそうさぜたので

"ろうが!よ 〈歩く中でもねらうと ζ ろは き まってい

た.賑やか与と とろ 豪車はと乙ろには関心がはい.

さびれたと乙ろ 見すぼら しいと ζろがお目当てであ

。に. 私のした第二のζ とは，底辺を兇つゆる ζ とで

あ.， 1:. . へ き地I 知恵おくれの子，家彪環境Kめぐま

れ匁い子 そんはととろに弘の慢を向かぜたのは，戦

争盆き残 りの私の第この人生への惣瀕からである.

山形の人たらi孟大変にぬ併で人がよ<.若しみにじ

9 と糧えている.弘はζんは山形県民伎が好きに.私

は山形の多くの人と湯所から底辺の慈しを知った.そ

して! 何と治づPしでも底辺令高めようと鼠みたもので

ゐる.私が教師として 山形県で一帯や りたかったζ

とはζζにあった. c く 部の仕事をしとだlすで山形

大学を去るのI;Lù残りでゐるが き。と者い人たらが

ζの後をついで〈れる ものと健借している.

払l'前向きの寮勢~ζよ伝〈好lt. しかし!山形県

の方々はともすると 人の後について行〈傾向が見ら

れ. 私には箇がゆいζとがある.乙れは健所の磁か短

所と位。てI 弘には見えるのであると考えている.風

光り所同山形県I 人情豊か信山形人i 限りはく発展し

っ、ある山形大学を私はζ よはく愛する.それにいと

低まれる教育がいよいよ充実しI 日本の， 世界のSをと

'.る乙とを切に鍾むものでゐる.

{教員採用誌重量を受けて}

教員採用試験を受けて

教育科鈴 木造子

今年の山形県の採用人数は昨年よ り 100人械とい

うととでにもv、ん信襲き門ととt りました.

-/)(松畿はほとんどが家豪語気をとヮており.時限

との醜いであ。によう K思います.特に教服教愛は

7<>>1聞に 6伎の答案を書き上げねば伝らぬ脅働与もの

でした.内容においては，学盆の噂門的気聴を問うと

いうよりは，教師としての索愛~見銚〈乙とほか信 り

温点が憶かれたよう κ感じました.

二次且験では. 5 人 1 舗と位。て面穫が行われまし

に.切分という短かも哨聞で自分酬葡に打ち出す乙

とはにも叫ん援しいζ とだと魁います. 自頃かふ自

分の... 考えとい -;>f~ 色の4をしっか勺色ちI 絡手比

約値比伝えるζ とができるよう K調練しておくべきだ

と痛思しました.

ζのたびI:l周鼠験~受け 他県とは述。た方式て教

員~選考しているめた り I さ すが教育県山形だなあと

感じさせられた扮揮です.

実習を通して

理科赤間和 広

弘は まさか察用鉱験に合絡するとは思いませんで

しに. 伝にしろ 6月中は教育英習が納まれていて

? 月の 次鼠験日まで儲か 4週間程しか自にらがはか

ったからです.乙の敏宵実習が. -1欠航験のひと月M

に絢まれているのは， 山大生κ不利だという勾えもあ

るでし ょ うが， 弘κは有利低点 6 あったと思いま，'.

それは '"習経厳か新鮮であヮた乙とや教育につい

て深〈考える組会が栂られたζ とです. 災際の笥1"'1式

緩や面倒医院験にも役立つ f と思います. I:l lfl低験日が

近づ〈につれて.教育笑習が霊く周にのしかか。て来

ましたが， 爽曹と鼠駿とを きっぱりと劃切。て， 災習

期間中は'"智に全力を尽くしだのが良い納*をとEんだ

めだと思います.教育災習を湿して，教育l'刻する自分

の信念というかI 哲学というもの令レ9かり待つζ と

か;J;;切だと星野じました.
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採用試験を受げて

。 体育科 F荒 111 光 浩

今，大きな社会問題としてれ教育の荒廃、、が叫ばれ

ている。受験戦争・校内暴力等， 学校の教育における

問題は後を断Tこない。その中で，教師にかけ 6 れてい

る期待は大きい。乙れらを背景 fr.，乙 ζ2年程の山形

県の採用試験では，現場や実践を中心とじた問題の占

める割合が大きくなった。言い換えると，今までの参

考書 ・ 問題集中心の勉強だけでは試験を乗り越えられ

ない現状どなつできたのである。現在，学校で起こっ

ている問題， 授業を行う際の留意点など， 生徒 fr.対す

る理解力・指導力を深めていく乙とが必要となってき

た。そのうえ，保健体育科の場合は67国体を控え，よ

り専門的な実技力や指導力も求められている。

ζれからの試験対策として，参考書 ・ 問題集による

勉強はもらろんであるが，特fL教育実習の経験を大切

にするととも f r.， 実際現場で教壊に立っている先設な

どから話を聞き，より実践的な勉強をする事が必要で

あると忠われる 。

「採用試験に思うこと」

社会科 伊東芳男

ある雑誌に「新デモ・シカ教師J という言葉が紹介

されていた。最近の若い先生は言われたことは何デモ

やるが，それシカやらないという意味らしい。小学生

数は，昭和56年度lζ ピークを過ぎ，大都市を中心K教

員採用数は激減した。教員採用の需給バランスの変動

は，大人しくて物分かりのよい受験エリ ー 卜である

「新デモ ・ シカ教師」を大量lζ生み出 レTこ。しかし，

彼ら l乙は，現在の荒廃した教育現場を再生する力量は

なかったようである。別の雑誌、K数県の教育長が『乙

れから教師をめぎす諸君へ』という題132寄稿している。

その主旨は，反「新デモ ・ シカゴ教師の立場から豊か

な人間性，深い教育的愛情， 教育l乙対する使命感，優

れた指導力を要望するものである。裏返せば， 採用基

準を端的に示すものと言える。乙のように教師として

の質が多角的に判断される現在， 小手先だけの受験技

術は， 教師としての幅を狭めるばかりか， 採用試験に

も最善の策とは言えない。長期的視野の下， じっくり

と教育そのものを学び，そして考える姿勢を育てる乙

とが大切と思う。

間われたものは…・

国語科高橋 奈保美

[正解のわからない試験だづた」というのカ主 試験

を受けての私の感想ですo. 今まで私が受けJてき~た試験

は自分で書いた乙とに対じて，正しいとかまちがった

とかの自己判断が下せるものでした。じかし， ‘採用試

験は， r書くには書いたが… ..J と感じこヒジ自分
自身の手ごたえがあまり感じられないものでじた。

また，二次試験も同様で，なされる質問は決して，

正しい答や知識を要求するものではありませんでした。

むしろ，答のないような質問に対し，どう答えていく

のかを問われたのではないかと思います。

以上のような体験を通して，私は，問題集等であら

ゆる知識をつめ乙んだだけではだめだと感じます。む

しろ，基本的有訟を押えたよでの知識の質や実践カ，

さらには，その人の姿勢や人間性がとわれたのではな

いかと思います。問題集を暗記するほどやったから完

全だとは，決して言えない誌験だったと痛感していま

す。

教員採用試験体験後記

原扶 美

一次試験に合絡 Lた乙とも， 二次で落ちた乙とも，

不可解な事だった。一次の筆記試験が当てずっぼうの

答案になって，あきらめていたのに対しで， 、二次の面

僚では自分の意見を率直に言えたという満足感があっ

たのだから，それぞれ実感とは逆の結果だったのだ。

要するに「教員採用J という現実は，ひとりの志願

者の理解の及ぶところではないという乙と。 20余年の

人生経験によって作られてきた個性があって，それが

採用者の描くイメージと重なり合う部分がより多くあ

ったとき，その個性は教員として歩むととになるので

はないか。個性の前には，知識の多少や物事の表面的

な捉え方の違いなど些細な事のような気もする。

というと試験勉強を否定しているみT二いだが，問題

Kじたいのはその内容であって，得た知識を自己の中

で消化(さら Kは昇華)する乙との有無である。そし

t てそれは私自身への課題となるのだが，教員採用試験

はそんな思いとは無関係κ，でんと存在するのだ。
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教員採用試験を受けて

数学科高桑 あづま

一次試験が終わつにl瞬間，勉強の方法を誤った乙と

に気づきました。今回は，二皮目ですし，前回の失敗

した経験を生かせるはずだったのに，そうはなってい

なかったのです。全科へのウエイトのかけ方が足りな

かったと思います。最終的IC，幸運にも採用が決定じ

ました。反省する乙とが多く，乙れから挑戦する方の

参考 ILならないかもしれませんが，簡単に私のして

きた乙とを述べさせていただきます。

私は， 臨時採用Kも申し込まずに，自宅で学習しま

した。毎月の計画，さらに細かく一日ととの計画i をた

だました。スター卜したのは，今年になってからだっ

たと思います。教職教設は，ノ ト作成をし，そのノ

ートで繰り返し勉強しました。全科は問題集を中心に

勉強しました。そして，勉強の確認に通信講座を利用

しました。今，考えると，教職教養は，基本的なこと

を権実に覚えればいいと思います。ただ，全科は， j可

か自分なりに工夫した勉強のし方が必要だと思います。

試験をおえて，いま思うこと

美術科 松沢秀穂

山形県の筆記試験は，暗記的な知識の援ではなく ，

その質問が問われるものでした。特に， 教職教2をにお

いては，法規や心理の理論，時事問題などが，実際の

教育の場とどのように関わっているのかという問いが，

大きな比重を占めていました。また，面接試験では，

自分の考えを相手にわかりやすく伝えるという ζ とと

とも κ，質問の内容や他の人の発言を正しく解釈する

ζ とが大切だという ζ とを痛感しました。

試験前の教育実習は， ["教師になりたい」という思

いを強いものKじでくれただけでなぐ，教育の現場の

様々な問題を肌で感じる乙とのできる貴重な時間です。

乙の皮の試験の解答は，そうした実習の中にみつけら

れるものが多かったように思います。

笑習での経験などを通して， ["教師」あるいは「教

育」についての自分の考えをより具体的に，発言でき

るよ うに準備してお〈乙とが必要であると思います。

面接を通して

音楽科 池田恵子

函接で一番役に立ったのは， 教育実習での経験だっ

たと思います。 ζ れは，一次試験でもいえた乙とです

が，実際の現場での問題が多く出されました。普段か

ら，よく見え，よく聞き，よく感じる心を育てなけれ

ばならないと感じていますが， 特}ζ，教育実習の実践

を通して， 経験豊かな現職の諸先生方の御指導から得

た教自11 は， とても役立ちました。また，試験官は， 受

験生の答に対して，様々な問いかけをしてきますので，

理想論にはしったりせず，自分らしさを大切にして，

他の受験生の意見に左右される乙とのない，確固たる

自分の慮見を発言できるようにしたいものです。

今年から，一次のZE記試験と，二次の面接との比が

l 対 l になったと聞いています。筆記試験では論文形

式のものがほとんどで，暗記のみでは対拠できなくな

っていますが， そういった風な，傾向に対する対策を

たてる乙とも，受験にとっ下， 必要不可決なζ とのー

っと言えるととができると思います。

書き慣れることの大切さ

英語科 穴見直子

近年の山形県の採用鼠験は， 論述式の問題が中心で

あると言われています。乙の乙とは， 教育委員会が，

教師としての資質を見抜く最良の方法は， 受験者 IC ，

いろいろな角度から自分の考えを記述してもらう ζ と

だと考えているからだと思われます。

今年の採用試験を受けてみて，私の場合は， ほとん

ど時間との戦いの中で終わったように思います。とい

うのは，予想以上に問題の盤が多かったうえに，熟慮

する必要のある問題が多々あったからです。それ以上

に， ["考えた乙とをまとめて書く J という作業K慣れ

ていない乙とが，時間をとる結果Kなったようでした 。

特に， 3防士問の作文では，考える乙とと書く乙とを平

行していかないと， 言いたわ ζ との半分も書けなかっ

たのではないかと思います。試験の傾向が変わらない

とすれば，やはり，時間的制約のある中で， 教育』乙対

する自分の考えをまとめて書くという乙とに慣れてほ

しいと思います。そして，答案IC，教師になる熱意ぞ

ぶつけて下さい。
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{昭和59年度山形県教員採用技験合格状況〉

ζのたび晃2更された山彫刻良敏良保周氏験の判定縮製をと録音いにします. 教育学繊u.指導祭員会

県 金 体以 受験者数 合絡客数 合格率

小学使 '46 24< 

中学耳 751 1 1 , 

特殊学校 " 9 

高等学綬 4<' 75 

型建 敏 " 30 

It 2.1 8" ., 1 

〈前年度〉 (2.164) (504) 

教育学鶴田租~J状，兄

現 a 受厳密数 ー抗鼠騒 -l!<鼠"
合精密数 合縮率

小学痩 1 7 1 1'06 

中学綬 75 .. 
"蟹学綬 1 • 7 

品品
8 6 

1 • 11 

専攻純 5 2 

普十 287 172 

県全体 2.1 8" 66 7 

{学部内異動について}

6月時日付 l'

山111マザエ 附勘J哩綬 ・ 幼権園恵理店係調理師

〈医学侮管哩m環境感鋪係作表員から》

7 月 1 白付l'

4、鹿由 仁 IIIIi1輔風教育実践研究指通事セ μタ

10.月 1 目付け

62_0 

53.3 

50.0 

15.0 

78.6 

" 0.0 

59.9 

3 0.5 

1011胤鼠 III!!'"綱佐〈庶硲.. 庶!!rJ課長繕佐ヘ〉

続本位郎寧!!長補佐岬生甥厚生係長から〉

28.8 

15.0 

15.8 

16.8 

3 5.7 

2 1.6 

(23.3) 

10 

〈昭和58年 11月 2 日現在〉

学 郁 学 � 
受駿者 2ま 合絡者数 合絡率

220 1 10 50.0 

" 1 , 47. " 

1 1 4 36.4 

4 l 25.0 

1 • 11 78.6 

287 144 50.2 

(306) (J 82> (5 由 5)

合 絡 者 数
合総車

A B E十

7 1 20 91 53.2 

20 1 • 

" " 5.3 

3 。 3 2 1.4 

2 3 37.5 

? 4 11 78.6 

2 。 2 40.0 

105 39 144 50.2 

2 95 1 76 ., 1 21.6 

村山 '医学往係侵 C厚生録厚生係畏ヘ〉

高1&仰行学生係長〈厚生線療費係者堅から〉

敏育学舗だより

1 983毎日月四日舞行

発行人 山形大学教育学協

編集 教育学".，帳寮員




