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　本学部造形芸術コース 4年の我妻愛美

さんが、金山町の旧主寝坂（しゅねざか）

地域の住民や景観を残そうと描いた壁画が

このほど完成し、11月 1日に現地で序幕

式が行われました。この壁画は東北中央自

動車道の一部となる国道 13号が旧主寝坂

地区を通るトンネル（ボックスカルバート）

の壁面に描かれたものです。作品名は「主

寝坂の思い出、流れゆく四季の詩（うた）」。

道路建設のため移転を強いられた７軒の旧

住民の姿が主題となっています。除幕式に

は鈴木洋町長をはじめ金山町や国交省の関

係者、本学部からは我妻さん、那須学部

長、指導にあたった絵画・版画がご専

門の八木文子先生が出席しました。
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造形芸術コース　4年

我妻　愛美

金山町で壁画を描く  ―  我妻愛美　

2



――このたびの壁画制作のプロジェクトについて教え

てください。

　我妻愛美さん：「金山ふるさと壁画」というプロジェ

クトです。これは金山町の事業「金山街並みづくり運

動 100 年計画」につながるもので、ふるさとやその

景観を大事にする心を育成するための芸術活動として

行われており、今年は私が卒業制作の一環として、造

形芸術コースの学生や現地の中田小の児童に手伝って

もらいながら制作しました。
――大きな壁画ですが、制作期間はどれくらいだった

のですか。

我妻：高さ 1.8m、全長 16.25 ｍの壁画です。現地で

の制作期間は 16日で、現地の体験型住宅に宿泊しな

がら作しました。
――地元の方からはどのような要望があったのですか。

我妻：主寝坂での暮らしをテーマにした壁画をという

ことで、７軒の元住民の思い出の姿や「なめこ採り」

「夏祭り」「グランドゴルフ」など、家族写真や思い出

の写真を提供していただき、そこから題材を選んでい

きました。前景に写真をもとにしたリアルなイメージ

が来ますので、対比的に背景の山は抽象的な色面で描

き、四季の移り変わりを表現しました。中田小の子供

たちには、それぞれの子が育てた花をモチーフに、ス

テンシル（転写）の方法で花を描いてもらいました。
――地元の方々からの反響はいかがでしたか。

我妻：描かせてもらった旧主寝坂地区に住んでいた

方々と交流し、よく差し入れなども頂きました。序幕式

では「地区のことを残してくれて大変うれしい」とのお

言葉をいただきました。制作者として依頼主からお礼を

いわれることは最高の幸せで、有意義な活動が出来たと

考えています。

金山町での壁画制作に寄せて
　造形芸術コース　准教授　八木文子

　金山町中田地区ふるさと壁画制作は今回で二度目に

なります。今回は我妻愛美さんが一人で制作にあたり

ました。野外での制作環境や気候、作業内容のボリュー

ムから体力的なことも考慮して如何に単期間にクオリ

ティを上げてゆくのかが大きな課題でした。版を使っ

たステンシル技法を一部取り入れたことが現場での作

業効率に有効だったことと、写真画像に忠実に原画を

起こしたことがモデルとなる地域の方々の具体性に繋

がったと思います。残暑の厳しい中で何度かカルバー

トの結露に見舞われながらの過酷な作業を乗り切り、

一人でよく描ききったと思います。　

金山町で壁画を描く  ―  我妻愛美　
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　平成 24 年 9 月 22 日（土）、イタリア

文化会館アニェッリホールにて開催され

た「第 4 回東京国際声楽コンクール」に

おいて、本学部音楽芸術コース 3 年生の

松浦恵さんが大学生部門で第 1位を獲得

しました。本学部では在学中の全国コン

クール第 1位は初めての快挙になります。

松浦さんは南東北予選、東日本准本選を

通過し、本選に出場。ベッリーニの歌曲

とドニゼッティのアリアを披露しました。

本選には 22 人が出場しましたが、審査員

8 人中 5 人が松浦さんに 1 位の得点をつ

けています。
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音楽の本質に向き合う　　― 松浦　恵　
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松浦恵さん「声楽コンクール１位
入賞」に寄せて
音楽芸術コース 教授　藤野　祐一

―おめでとうございます。ご自身でどういったところ

が評価されたのだと思いますか。

松浦恵さん：准本選の講評で審査員方の方から、「あ

なたは演じて表現していた」というお言葉をいただき

ました。学生オペラ「ＹＣＭ」での経験を生かして、

オペラ全体の中でその曲を作曲家がどのような意図で

作ったかを意識して演奏したのがよかったのだと思い

ます。

―曲の勉強が完璧だったということですね。

松浦：歌詞の意味を調べたり、作曲者の意図を考えた

りしながら、全体のなかでの音の前後関係を考えない

と、音程があわなかったりして歌えないことがありま

した。単に独唱（アリア）の部分だけを考えても駄目

です。曲全体とでは情報量が全然違いますから。また、

声楽は楽器と異なって１日２時間以上は歌えないの

で、他の時間は歌詞やテキストを勉強するとか、時間

の使い方も大切だと感じました。いずれにしても、自

分１人ではなく、仲間がいたからこそ出来たのだと思

います。

　この度、第 4回東京国際声楽コンクール本選大学

生部門で音楽芸術コース 3年の松浦恵さんが第 1位

に入賞しました。まだ第 4回と歴史は浅いのですが、

このコンクールの特徴は、「審査の内容を公表する透

明性」、「審査員のメンバー構成」、「全国各地で予選を

行っていること」などが挙げられます。なかでも最大

の特徴は、審査結果 ( 点数 ) をＨＰ上で公開している

点にあると思います。つまり主観的な要素が強くなり

がちな音楽コンクールの審査において、客観性・公平

性を確保しているところにこのコンクールの信頼性が

―ここまでくるまでに、いろいろご苦労もあったと思

うのですが。

松浦：金井中から山形北高音楽科に進み、フルートを

専攻していましたが、宮城学院女子大音楽科進学後、

フルートで壁を感じ、「音楽をやめようか」とまで思

いつめました。高校の先生に相談して声楽への転向を

勧められ、翌年、山形大学地域教育文化学部に入学し

て、本格的に声楽を始めました。山形は情報に振り回

されず、じっくりと音楽を学ぶには良い環境ではない

かと思います。音楽とはどういうものか、音楽の本質

に向き合うことの大切さを学ぶことができたと思いま

す。

あるといえます。このような信頼できるコンクールに

おいて本選まで進んだこと、また第１位を獲得したこ

とは本当に素晴らしいことだと思います。また、審査

員よりいただいた言葉の中に「東京からの受験者が有

利という常識を覆してくれた」というのがありまし

た。確かに中央からは数も多いし、厳しい競争の中か

らの受験者はレベルも高くなってきます。そのような

状況での松浦さんの入賞は非常に意義があるといえる

でしょう。また彼女の入賞は、音楽芸術コースの同級

生、先輩、後輩に対して計り知れない刺激、応援メッ

セージを発信しています。

　最後に松浦さんの指導教員としての抱負を述べさせ

ていただきます。今後も彼女に続くような学生を育て

ていくこと、そして山形大学の音楽芸術コースから日

本、世界に羽ばたく音楽家を輩出することを目標とし

て頑張っていきたいと思います。

音楽の本質に向き合う　　― 松浦　恵
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異文化交流
コース

　平成 24年の 4月から異文化交流コースで社会科の

中・高免許が取れるようになりました。それにともな

い、学部全体の中学校と高等学校の国語科・社会科・

英語科教員免許取得希望者を、異文化交流コースが責

任を持って養成することになりました。以前から、異

文化交流コースでは言語運用能力を重視してきたの

で、東北（山形・宮城）や関東（千葉・神奈川）で中

学校や高等学校の教員になった卒業生が多くいます。　　　　

　また、異文化交流コースには、従来、多くの言語・

言語文化系の研究者が在籍しています。その専門性

を、中学校・高等学校教員の養成に効果的に活かすと

ともに、多文化共生に関する学びを一層深く追求でき

るコースに発展させるため、異文化交流コースに日本

語系・国語系・英語系・社会系の教員が集まり、新し

いコースがスタートしたのです。

　新しいコースには、4つのプログラムが用意されて

います。

　まず 1つめは、従来の異文化交流コースをパワー

アップさせた「国際交流プログラム」です。英語の他

に中国語と韓国語、さらに各国文化を幅広く学べる学

習プログラムです。

　2つめは、「言語教育プログラム（日本語）」です。

日本語と日本の言語文化を徹底的に学び、あわせて教

員になるために必要とされる教育方法や教材研究に関

して学ぶことによって中学校と高等学校の国語の教員

免許を取得することができます。

　3つめは、「言語教育プログラム（英語）」です。本

学部に所属する全英語教員 7名の徹底した指導によ

り、高い英語運用能力と実践的教育力が身につきます。

ここまでの 3つのプログラムは、従来の異文化交流

コースのカリキュラムを充実させたものです。そして

4つめが、社会科系の教員を養成するために新しく設

置された「多文化社会教育プログラム」です。このプ

ログラムでは、中学校の社会科免許と高等学校（地歴・

公民）の免許を取得することができます。

　これまでも、異文化交流コースでは学生が大学での

学習を踏まえ、自ら学びを磨き上げて一般企業・公務

員・教員等、それぞれの進路を実現してきました。今

回の教員養成機能の充実により、さらにコース修了学

生の進路選択の幅が広がると予測されます。一方、当

然のことですが、これまで卒業生たちが作り上げてく

れた異文化交流コースの良き伝統は、そのまま受け継

いでいます。異文化交流コース学生会が、会長を中心

に、新入生の歓迎会・芋煮会・スポーツ大会・卒業研

究構想発表会・同中間発表会・卒業生歓送会等、様々

な行事を自主的に企画運営し、一年生からＯＢ・ＯＧ会

までを繋いで非常に太いパイプとなり、緊密なネット

ワークを維持しています。また、国際交流に関するボ

ランティア活動に対してコース独自の学生グループを

組織し、山形県の各種イベントを支えていることも新

異文化交流コースに受け継がれています。

　今後も、学生の皆さんが本当に学びたいことを積極

的に学び、山形大学に入学して良かったと心の底から

感じて卒業して行ける異文化交流コースであり続けた

いと思います。

新

　今年度４月の地域教育文化学部改組により、異文化交流コースは社

会科の教員免許が取得可能になり、「多文化共生」を学ぶコースとして

カリキュラムを改革しています。新生「異文化交流コース」の特色を

同コースの三上教授にご説明いただきました。

異文化交流コース
教授　三上英司プロフィール

1961 年、北海道生まれ、いくつかの漁

師町を転校しながら成長したため、今で

も気を抜くと「浜言葉」で話し出す。専

門は「漢文学」と「漢字・漢文教育」

6



＊参考までに、新異文化交流コースで取得可能な資格を列記します。

中学校教諭一種免許状（国語）、高等学校教諭一種免許状（国語）、中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教

諭一種免許状（地理歴史，公民）、中学校教諭一種免許状（英語）、高等学校教諭一種免許状（英語）、学芸員、

司書教諭、社会教育主事（基礎資格）

　様々な価値観や多様性を理解することを子ども達に促す活動

をしている KIRA キッズクラブ。私がその活動に参加して３年

目となり、今年はイベントの企画員として参加しています。学

生ボランティアとして参加していたこれまでとは違い、新しい

視点から見えてくることがたくさんありました。

　まずは何と言ってもイベントを企画・進行させることの大変

こ「」いたりやとっも！たっかし楽ムーゲのこ「、しかし。すでさ

の国ではこの言葉をこんな風に言うんだ、おもしろい」と目を

輝かせている子ども達を見ると、有意義な時間を過ごしてくれ

たんだなと嬉しくなります。

　また企画員として活動していくうちに、異文化理解という視

点に立った時、企画員である私たち自身がその国や文化につい

ての知識が全くといっていいほどなかったため、初めから考え

直さなければならないということがありました。異文化理解を

促す立場に立っているにも関わらず、まだまだ学ぶべきことが

たくさんあるように感じました。

　一緒に学んでいく中で、１人でも多くの子ども達が異文化理

解に関心をもち、多文化が共生できる社会を創っていく手助け

ができたらいいなと思います。

 今年からコースが改正になり、教員免許を取得するために入っ

たこの異文化交流コース。今ではこのコースに入れたことをと

ても嬉しく思っています。

　先輩方が企画してくださる懇親会等はとても楽しく、参加し

た学生は全員とても満足した顔で企画を終えます。優しく、個

性的な先輩方との交流ができ、こんなに縦のつながりを築ける

コースは他にないだろうと得意になっているところです。１学

年で 20人前後の人数でいるのが、縦に太い繋がりを築くきっ

かけになっているのではないでしょうか。

　コースの方々と過ごした楽しい時間、雰囲気が心に焼き付い

て「ここにいられるから大丈夫」そんな気がいつもしています。

うつむきがちだった高校時代、学校への足取りが重かった私が

「学校が、授業が楽しい」と思えるようになったのは、異文化

交流コースの魔法だと思っています。４年間この素敵なコース

でやりたいことに存分に励みたいものです。

異文化理解を促すために
鈴木　那奈  
（異文化交流コース３年）

異文化交流コースに入学して　
佐藤　未那美
（異文化交流コース１年）
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「欧米文化研修セミナー」
発表：異文化交流コース３年　
安食みゆき
教員コメント：異文化交流コース講師　J. ミラー

ホーム
カミングデー

10 月 20 日（土）に，地域教育文化学部ホームカミングデー

が開催されました。これは，卒業生を母校にお迎えし，学部・

大学院の現在の取り組みについて理解を深めていただき，学

部と卒業生の連携強化を図ることを目的に実施されたもので

す。今年度は「グローバル人材育成のための学部・大学院の

取り組み」をテーマに，酒井順一同窓会長によるご講演の後，

学部・大学院で実施された取り組みについて，活動報告がな

されました。

H O M E

C O M I N G  D A Y

「平成２３年度留学生交流支援制度

（ショートステイ・ショートビジット）

プログラム：日本・台湾の大学生によ

るスポーツ交流プログラム」

発表及びコメント：スポーツ文化コース　
教授　竹田隆一
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「異文化圏実習」（教職大学院）
発表：大学院教育研究実践科 2年　
小山田夏美
教員コメント：大学院教育実践研究科　

准教授　三浦登志一

「成績優秀な学生に対する
留学支援」（校友会事業）
（アメリカ語学留学）
発表：異文化交流コース２年　
田畑光佑
学務委員会コメント

異文化交流コース准教授　園田博文

「山形大学サマープログラム：
タリン大学／ラトビア大学との
文化交流」
発表：異文化交流コース３年

叶内百合
教員コ メント：スポーツ文化コース教授　竹田隆一
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地域教育文化研究科

山形大学地域教育文化研究科は臨床心理学専攻と文化創造専攻の２専攻で構成されます。このうち、

音楽芸術分野、造形芸術分野及びスポーツ科学分野ではスポーツ・文化活動のマネジメント・運営

の実際を実践的に学ぶため「文化コーディネート実習」を必修としています。

文化コーディネート実習

大 学 院 授 業 紹 介

YAMAGATA ドリームキッズ
　～めざせ世界のアスリート～　

スポーツ科学分野２年　髙橋　舞

　山形県スポーツタレント発掘事業「YAMAGATA ドリームキッズ」

は世界のトップレベルで活躍するアスリートの育成をめざし、特定の

スポーツに限定することなく、選手の発掘・育成・強化を行っていま

す。今年度、私が関わっている事業から二つ紹介したいと思います。

［サマーキャンプ］

　7月 29 日 ( 日 ) ～ 7 月 31 日 ( 火 ) の３日間、山形県総合運動公園

にて２・３期生を対象として実施されました。総合的な運動能力を高

めるために、動きの中で体幹とバランスを意識するというねらいのも

と行われました。内容は、泳運動・水泳、柔軟性・姿勢づくり、ハン

ドボール、走跳投運動・陸上競技とたくさんの種目が行われ、その他

にもトレーニング日誌の作成や３日間のサマーキャンプに関する作文

などのプログラムも実施されました。真夏の太陽が照りつける中、子

どもたちは苦手なことにも果敢にチャレンジしていました。

［U̶15アスリートキャンプ］

　8月 13 日 ( 月 ) ～ 8 月 16 日 ( 木 ) の４日間、蔵王坊平アスリート

ヴィレッジにて１期生を対象に実施されました。アスリートキャンプ

は、『厳しいトレーニングの中で個々の限界を高める』というねらい

のもと、自己の限界に挑みました。高地でのサーキットトレーニング

やクロスカントリーコースでのトライアル、蔵王お釜登山、さらには

夜のグループディスカッションなど、子どもたちは全力で取り組み終

わった後は達成感に満ち溢れていました。

　文化コーディネート実習としてこれらの取り組みに参加して、子ど

もたちには本当に無限の可能性が広がっていると感じました。子ども

たちの必死な表情や、やりきった後の笑顔を見ていると、このような

取り組みをもっとたくさんの人に知っていただき、私自身もできる限

りのサポートをこれからも続けていきたいと思いました。

山形美術館での実習　
造形芸術分野 2年　大泉 理紗

　　　

　私は造形芸術専攻として山形美術館のお仕事を体験させていただき

ました。学芸員の方々に直接現場でご指導いただける貴重な機会とい

うことで、個人的にも非常に楽しみにしていた授業です。昨年は企画

展「山形の美術」の企画・構想に協力させていただきました。まずは

山形の近代美術史を徹底的に頭に叩き込むという受験勉強以来の集中

力を行使した作業です。その上で来館者が楽しめる主題設定、作品選

定、展示展開とはどのようなものなのか、これまで自分が見てきたあら

ゆる展覧会をヒントに手探りで案を練り上げます。いくつかの構想を提

案した末、学芸員の方々が実際の展覧会として形を整えてくださいまし

た。自身の作品展示には慣れているものの、我々でも知っているような

有名な画家の作品を搬入・搬出する緊張感や責任は体験して初めて分

かるものがあります。美術館の裏から表までのリアルな仕事に関わら

せていただき、美術作品を守り発信する学芸員業務の意義を垣間見る

ことができました。

アフィニス音楽祭　
音楽芸術分野　２年　　小平圭亮

　「アフィニス夏の音楽祭」は、プロフェッショナルとして活躍する

演奏家のための音楽祭です。世界の第一線で活躍する奏者と国内のプ

ロオーケストラ奏者が集まり、室内楽の名曲に取り組みます。この音

楽祭では、オーケストラの基礎となる室内楽をテーマに、招聘演奏家

とともに「セミナー」、「演奏会」、「音楽交流プログラム」が行われま

す。今年で２４回目、山形では２度目の開催となるこの音楽祭で、私

たちは３つの「音楽交流プログラム」の企画・運営に携わりました。

　蔵王を開催地とした『音楽のおくりものバスツアー』では、楽器の

アンサンブルを間近で聴くことができ、演奏者との交流ができる「音

楽めぐり旅」と、このために特別に編成されたオーケストラによる

「オーケストラ演奏会」を企画しました。山形市内の小中学生や、地

元蔵王の方々を招待し、クラシック音楽を中心に素敵な音楽の時間を

お届けしました。

　山形大学を会場とした『木管アンサンブル公開セミナー』では、招

聘演奏家・音楽祭参加者が講師となり、山形大学木管楽器専攻生がア

ンサンブルの実践的な指導を受ける企画をたてました。学生は、フレー

ズのとらえ方や強弱の表現、他の楽器と音色や音程を合わせていくこ

となど丁寧な指導を受け、その場で演奏に生かしながら世界レヴェル

の「音楽づくり」を学びました。

　山形県こども館での『金管アンサンブル演奏会』では、０才～就学

前の子どもを対象とした、親子で楽しみながら聴ける演奏会を企画し

ました。招聘演奏家・音楽祭参加者と山形大学金管楽器専攻生との合

同演奏を交える事で、地域との密接な交流を図りながら、子どもから

大人までが楽しめる演奏会となりました。

　プロフェッショナルの世界に飛び込み、音楽を通して多くの人とふ

れあうことで、地域における音楽文化の在り方を見つめる貴重な実習

となりました。
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教育実践研究科
（教職大学院）

異 文 化 圏 実 習

大 学 院 授 業 紹 介

　教育実践研究科では、応用実習の一つとして毎年「異文
化圏実習」を実施しています。オーストラリアのニュー・
サウス・ウェールズ州を訪問して、現地の学校で実際に子
どもたちに授業を行ってきます。平成22年度から開始し、
今年で３年目になります。教職大学院である教育実践研究
科の特徴を生かし、現職派遣院生とストレートマスターが
分担・協力しながら取り組んでいます。３年間の参加者の

。すまし介紹を端一の」習実圏化文異「、てせわあとトーポレ
　授業実習プログラムは、大きく二つから構成されていま

補「。すで習実ので校業授習補るあにラベンャキ、は一第。す
習授業校」は、日本語を習得しようとする子どもたちが週

　北半球と南半球でちょうど季節変化が逆になること、降水量の多さ、

冬の気温の低さと雪に興味関心をもった様子だった。みんな熱心に聞

いていて、途中の問いかけに対する反応もよく、質問もたくさん出た。

答えられずこちらが困ってしまうものもあり、物事の捉え方の違いと

好奇心の旺盛さに驚いた。

（教育実践研究科２年　鳥海志帆）

　補習授業校では、限られた時間の中でいかに学習の成果をあげるか

ということを大切にしており、学校での授業よりも塾での指導に近い

感じも受けた。外国の補習授業校で授業をさせていただくという貴重

な経験をさせていただき、日本の学校で週５日行われている授業のよ

さを見つめ直すことができた。

( 現 寒河江市教育委員会指導主事　鈴木雅寿 )

　日本の寿司について認知度は予想以上に高く、オーストラリアでも

巻き寿司が市販されていることもあって、食べたことがある児童生徒

が多くいた。しかし、実際に家庭で作ったり、自ら巻きすで巻いたり

する経験はないため、巻き寿司づくりへの関心はとても高かった。

（教育実践研究科２年　齋藤弘子）

１日だけ授業を受けている
ところです。ここでは　現
職派遣院生が、キャンベラ
補習授業校の先生方と事前
に連絡を取って〈模範〉と
なる授業に挑戦します。平
成 22 年度には小学校の現
職派遣院生２名が、「大きな

かぶ」の授業に挑戦しました。
　私たちに「補習授業校」についての知識がほとんどなかっ
たため、補習授業校での授業実習は全く手探りの状態から
のスタートでした。しかし、３年間、継続して補習授業校
の先生たちと接点をもってきたことで、授業について互い
に語り合う雰囲気ができています。
　第二は、ワガワガの学校での授業実習です。ワガワガ
は、シドニーとメルボルンからともに 500㎞ほどに位置
する人口５万人の地方都市です。ワガワガにあるチャール
ズ・スタート大学（CSU）と大学間の協定を締結し、その
バックアップを得ての活動です。ここでの授業実習は、オー
ストラリアの子どもたち（小学生と中学生）に、「日本的
なもの」を教える・伝える授業になるように工夫していま
す。この３年間は、調理実習として「寿司づくり」「うど

んづくり」、日本的文化に触れる実体験として「折り紙」「習
字」の授業実習、日本や山形をテーマにしたプレゼンテー
ションを行っています。授業のことを真剣に考えていろい
ろなアイディアを出そうとしても、なかなかいいものは浮
かんでこないものです。これまでの経験や知識に縛られて
しまいます。異なる文化の中に身を置いてみると、そうし
た種々のしがらみから解放されたり、解放に向けた糸口が
見えたりします。勤務する学校を離れて大学院で学んでい
る教師にとっても、これから教師になっていくストレート

マスターにとっても、「授業っ
て何だろう」という問いについ
て自分なりの答えを探る絶好の
きっかけとなっています。
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　文科省の学校基本調査結果をもとに、2002

年度と 2011 年度の全国の児童生徒数を比較す

ると、小学校児童は 4.86% が、中学校生徒は

7.48% が減少しており、それに伴って 8.77％

の小学校、3.66％の中学校が廃校となっていま

す。都道府県別にみると山形県では 13.33％の

中学校が廃校になっていますが、これは全国で

最も高い割合を示しています。

　教員を目指す学生にとって、こうした学校の

統廃合の状況は、教員定数に関わることから少

なからぬ関心事といえましょう。少子化に伴う

学校の課題を、山形県の西川町と朝日町の現状

から追ってみました。

　西川町は、山形県の中央部に位置する人口

６千人台の町です。人口減少に伴い、2012 年

４月に五つの小学校が統合して、１小学校と従

来の１中学校の２校体制になりました。統合に

当たり、町では、町職員配置の充実、町民への

一般開放を含めた学校図書館の充実、徒歩通学

の機会の確保、町内全域とのつながりを大切に

した教育の実践を特色とする小学校にすべく準

備を進め、開校に至りました。町民が学校に来

る機会を学校図書館の一般開放に位置付けたこ

とや、スクールバスでのドアツードアによる通

学弊害を解消するために一部区間を徒歩通学と

したことなどは、いずれも地域と学校の連携を

重視した結果実現したものといえます。このよ

うに、１町に１校だけの小学校が、いかに広範

囲にわたる地域とつながりを保持するかを熟慮

しながら学校づくりを行ったことが、最大の特

徴といえます。

　朝日町は、県中央部で西川町の南に位置する

人口８千人弱の町です。５年前には小学校８校、

小学校の分校２校と中学校が１校ありました

が、統廃合により現在は小学校３校と中学校１

校の４校体制になっています。2017 年度を目

途とした朝日町教育振興計画には、「本計画は、

この小学校３校体制の教育を基に、これからも

介
紹

究

研

1951 年生まれ。山形県河北町出身。山形大学

教育学部卒業。上越教育大学大学院教育学研究

科修士課程修了。山形県公立小中学校教諭・教

頭・校長、山形県教育庁義務教育課長・教育次

長等を経て 2009 年 4月山形大学大学院教育実

践研究科に実務家教員として着任。2012 年 1

月より教授。教員採用対策なんでも相談室室長。

「事務事業点検 ･評価作業の現場からみる地方

教育委員会のあり方」、「教員の養成 ･採用 ･研

修に関する検討」等研究多数。専門は教育経営、

理科教育。

大学院教育実践研究科 ( 教職大学院 )

教授　真木吉雄 ( MAKI Yoshio )

人口減少化社会における

学校統廃合の現状から
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地域の特性を生かし、地域に根ざした朝日町ら

しい学校教育、生涯学習、教育行政を推進して

いきます。」と謳っています。朝日町では今後

も児童数が減少する傾向がみられ、うち１校は

複式学級をもつことが予想されていますが、小

規模化したとしても拠点となる地域には小学校

の配置を継続する方針をとっていることが朝日

町の特色といえます。

　特徴的な二つの町の事例を取り上げました

が、いずれも今後の学校のあり方について示唆

を与えています。公立小 ･ 中学校には子ども一

人ひとりの学習を保証する場としての機能が中

核となりますが、地域の文化やスポーツ活動の

拠点として、防災活動の拠点としての役割があ

ることも否めません。こうした機能を充足する

ために、国、地方自治体、そして学校が次のよ

うな視点から取り組む必要があります。

　学校には、地域に開かれた経営をさらに推進

することが求められます。校長のリーダーシッ

プのもとで、教職員全員の地域連携に向けた経

営参画意識を強化することです。地域からの協

力を得ることだけに偏らず、地域にとってメ

リットとなる連携のあり方を指向していくこと

が大切です。学校の設置者である教育委員会は、

自治体の将来構想を踏まえた計画と立案を行う

ことです。例えば、廃校後の他への転用が可能

な設計にしたり、教育施設以外の施設との複合

化を考慮するなどがあげられます。国には、複

合施設としての学校が設置できるように制度を

見直すなど、規制緩和を進めることを求めたい

と思います。

　人口減少社会にあって全国的に進む学校の統廃

合は、多くの課題を地域に投げかけています。と

りわけこれから教師を目指す学生諸君にとっては、

我が身に降りかかる問題といえます。どのような

学校がこれから求められようとするのか、各人が

しっかりと課題意識を持っていくことこそ、将来

の地域づくりに向けた礎になるものと信じます。　

学校統廃合がもたらす影響
メリット デメリット

・同年齢間の人的交流の拡大

（クラス替えが可能）

・複式学級の解消

・一定規模の集団を前提とし

た教育活動が可能

・学区の広域化による地域学

習に広がり

・学校の維持管理費の削減

・新築等による校舎の耐震化

の促進

・異年齢間で関わる機会が

希薄化

・学区の広域化による学校

と地域間連携の希薄化

・学校と居住地間の点線化

・登下校時刻の定時化によ

る教育課程外活動の制限

・教職員の減少

・旧校舎の利活用問題

・地方交付税交付金の減額

西川町

朝日町

小学校　１校
中学校　１校

小学校　３校
中学校　１校
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楽しい物理

　高校を卒業して上京後、仙台で 10 年間の研究生活を送り、

山形に戻って参りました。赴任して 1か月が経過しましたが、

幼いころから馴染みのある土地のためか、勤務地が変わったと

いう実感が全くありません。私は物理学、この中でも特に光学

を専門に研究を行っております。前任地では、軟 X線・偏光・

位相をキーワードに軟 X線用の精密光学素子開発やエリプソメ

新任のあいさつ
　平成 24年 10月 1日付けで地域教育文化学部・システム情報

学コースに着任いたしました。出身は熊本県ですが、福岡で博

士号を取得後、北海道、宮城、大分で生活をしたのち、山形へ

参りました。東北は宮城県に一年住んだことがあり、雰囲気を

懐かしく感じております。それと同時に、日増しに、山形大学

で教育・研究に携われる嬉しさを感じております。

　専門は数学です。多くの皆さんは、正多面体を美しいと感じ

ると思いますが、その理由の一つに、正多面体の持つ豊かな対

称性があります。そのような対称性を、三次元だけでなく、四

次元やもっと高い次元で考えるとどうなるか。この問題を動機

として、高次元での新たな対称性の発見、そしてそのような対

象の分類を目指しております。沢山の例を発見し、それを手掛

かりにした高次元対称性の一般論構築が私の夢です。最近になっ

て、物理学、特に弦理論との関係が見つかり、その理由の解明

が進められております。

　幸運にも現在まで数学の複数分野の交差する領域で仕事が出

来ました。その過程で感じたことは、数学を分野に分けること

は不自然なのではないか、更には数学・物理など科目を分ける

ことも不自然なのではないか、ということでした。多分野の先

任
新

つ
さ
い
あ

トリーの研究を行いました。今後もこれらの研究を継続したい

と考えています。

　光学を応用した技術は電子技術と並び日本の学術と産業を高

付加価値化によって支え、また、世界をリードし続けています。

私が専門とする光計測の分野では、これまで光を特徴づける「波

長」と「振幅」の変化を計測する技術を中心として進展してき

ました。これらの変化は「色」や「強度」として直感的にも捉

え易いものです。一方、光が波であることから生じる「偏光」や「位

相」は、目に見えないものであるため理解し難いものでしたが、

二つの性質を積極的に利用した計測技術には今後大きな発展の

余地があります。「ものづくり」のためには計測技術が必ず必要

で、計測できればものは作れる、と言われます。学生の皆さん

とともに、ものづくり日本を支える計測技術の研究を進めたい

と考えています。

　物理は数学の助けを借りて理解する、また、理解を深める側

面があることが物理離れの要因の一つになっていると考えてい

ます。「物理は難しい」と言う一方で、物理現象を実演したとき

に見せる皆さんの眼の輝きからは楽しさが伝わってきます。物

理を始め、科学を学ぶ第一歩は現象をありのままに捉えること

です。私たちの身の回りには物理現象が溢れています。数式に

とらわれることなく、物理・科学現象の面白さを実感し、なぜ？

と思える目を養う一助を担えればと考えております。

生方が在籍しておられる地域教育文化学部で沢山の方とお話し

させて頂きながら、日々精進してゆく所存です。

　これまで、数回の授業およびゼミを行いました。学生の皆さ

んの熱心な眼差しに、身の引き締まる思いで、大変やりがいを

感じております。数学を通して、考えることの楽しさを伝えて

ゆきたいと思います。

　山形大学に連なる皆様、今後ともどうぞよろしくお願い申し

上げます。

1972 年生まれ。山形市出身。学習院大学大学院自然科学研

究科物理学専攻博士前期課程修了。博士 ( 理学 )。アプライ

ド マテリアルズ ジャパン ( 株 )、学習院大学理学部、東北大

学多元物質科学研究所を経て 2012 年 10 月 1日より山形大

学地域教育文化学部准教授。専門は応用光学。

生活環境科学コース

准教授 津留俊英 (TSURU Toshihide)

1980 年生まれ。熊本県八代市出身。東京理科大学理学部応

用数学科卒業。九州大学大学院数理学府修了。日本学術振興

会特別研究員、東北大学大学院情報科学研究科博士研究員、

大分工業高等専門学校講師を経て 2012 年 10月 1日より山

形大学地域教育文化学部講師。専門は代数的組合せ論。

システム情報学コース

講師 三枝崎 剛（MIEZAKI Tsuyoshi）
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自転車通勤
　私の山形大学勤務は 30年に及びますが、その 23年間を平清

水から自転車通勤しました。道路状況に縛られず短時間で通え

るうえに、途中で四季折々の景色や道路沿いの庭の草花を楽し

むことができて健康にもよいので、大都市圏の友人たちには羨

ましがられました。23年も経ると、千歳山の松や田圃が減って、

月山が眺望できなくなるなど、短期間には意識しない様々な変

化も明らかになってきました。この間 1台ですませていた私の

自転車も、雪道で滑って転んだり、雨風にさらし続けたりした

せいで、でこぼこやさびが目につくようになりました。先日、

妻の許可を得て、買い替えも視野に入れて自転車屋さんを訪れ

たのですが、結局タイヤ 2本を交換しただけでした。長年一緒

だったので、なんとなく同志のような気分になったようです。

この自転車の定年は少し先になりそうです。私の通勤は定年を

迎えると終わりになりますが、“Plain living and high thinking”

を心がけながら、あと 10 年くらいは人生のペダルを踏み続け

たいものです。

　この 30 年間に、自分が学部にどんな貢献をしたのか思い返

すとき、忸怩たる思いに駆られますが、凡庸な私が大過なく定

年を迎えることができるのは教職員の皆様に支えていただいた

おかげです。深く感謝申し上げます。そして、時には自転車操

業の授業に付き合ってくれた卒業生、学生諸君にも、ありがと

うと申し上げます。私は英詩の好きな英語読みを育てたいと思っ

33 年間を振り返って
　私の着任は、昭和 54年 4月、今から 33年前になります。着

任前、大学には週 3日、授業は週 4コマ程度担当してもらいま

すということを伺っていたので、のんびり教員生活を過ごせる

なと思って赴任しました。実際、数年は言われた通りでした。2

年目から、小学校教員養成課程（定員 180 人）の教育学選修（教

育学定員 25名）の学生 31 人の担任をすることになりました。

この選修の必修として、担任が担当する授業として、「教育学研

究法」がありました。学級づくりの意図も籠められたものでし

ていましたが、これはコンピュータ時代にタイプライターの使

い方を教えるようなものだったかもしれません。

　昨今の大学を取り巻く情勢は、私が赴任した頃より格段に厳

しくなっているように思われます。そうしたなかで、未来を切

り開く皆様の叡智と努力により、学部が益々発展することをお

祈りしております。

たし、男子学生はもちろん、女子学生もスポーツ好きの学生も

多かったので、1回目の授業はソフトボールをしました。後には、

デューイの著作を原典で読み合わせするようにしましたが。33

年前は、このように大学は万事ゆったりと流れていました。

　それは、当時、公立学校の教員の世代交代の時期で、採用試

験に落ちる学生はほとんどいなかったという事情があります。

　世代交代も 10 年間は続かず、どんどん採用人数は減り、巷

では山大出ても教員にはなれないという噂が流れるようになり

ました。10年前には、学部の現役卒業生で教員採用試験に合格

するのが、10人程度にまで落ちこみました。それで、学部は改

組し、「計画養成」から撤退しました。

　2～ 3年前から、2度目の世代交代期を迎えましたが、それ

も一度目の世代交代同様、長くて 10 年で、更に今回は急速な

少子化という悪条件もあるので、数年で終わると思われます。

在職されている教職員の皆さんには、大変な時期が早晩訪れる

と思われますが、難局を生き抜いて欲しいと思います。

　最後に、長年付き合っていただきました、教職員の皆さんに

厚くお礼申し上げます。

1947 年生まれ。新潟県村上市出身。

東北大学大学院文学研究科修士課程修了。

県立高知女子大学を経て 1983 年より勤務。

専門は英米文学。

異文化交流コース

教授 小田友弥 (ODA Tomoya)

1948 年生まれ。静岡県沼津市出身。

東京教育大学教育学部卒業。1978 年、東京教育大学教育

学研究科博士課程単位取得退学。日本学術振興会研究員を

経て、1979 年山形大学教育学部着任。専門は西洋教育史。

児童教育コース

教授 渡邉誠一 (WATANABE Seiichi)

写真提供：大友公子（大友幸子先生ご母堂）
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1.中央教育審議会における審議の経過につ

いて

　文部科学省の中央教育審議会は、2012

年 8月 28 日に答申「教職生活の全体を通

じた教員の資質能力の総合的な向上方策に

ついて」を発表しました。その中では、今

後の初等中等教育の教員養成を修士レベル

化し、教員免許を一般免許状（修士レベ

ル）、基礎免許状（学士課程修了レベル）、

専門免許状（特定分野）とする方針が示さ

れています。現時点では未確定な要素が多

いのですが、教員免許法が改定され、この

方針が実施された場合には、４年制学部を

卒業して教壇に立った新人教員は、採用後

の一定の期間内に修士レベルの教育を受け

るか、研修などを積み重ねて、修士レベル

の認定を受けることを求められるようにな

ると思われます。答申には、この方針を実

行するために全国の都道府県に教職大学院

を設置する方向が明示されています。また、

現在の教職大学院制度を積極的に評価した

うえで、今後の改善点として、特別支援教

育、教科専門・教科指導、ICT（教育への

情報通信機器の活用）等の強化が挙げられ

ています。

2.地域教育文化学部等学生に係るアンケー

ト結果について

　2012 年 2月に、地域教育文化学部・養

護教諭特別別科・大学院地域教育文化研究

科の全学生を対象に「満足度調査」を行い

ました。最終学年の学生に対する設問「あ

なたは本学部等を卒業（修了）することに

満足されていますか？」（５点満点）に対

して、学部平均 4・33、養護教諭特別別

科平均 4・32、大学院地域教育文化研究

科平均 4・43 であり、満足度が非常に高

い結果が得られました。自由記述欄には、

「特別支援教育についてもっと学びたかっ

た」「学校現場に出るに当たり特別支援児

への対応で不安が残る」等、さらなる特別

支援の学びへの要望が見られました。９月

末に、地域教育文化学部では在学生全員を

対象に、教職大学院への進学についてのア

ンケート調査を実施しました。教職大学院

進学を検討していると答えた学生に対して

何を学びたいかを自由記述してもらった結

果では「教科の専門についてもっと広く、

深く学びたい」「特別支援教育について学

びたい」などの声が寄せられています。

3. 山形県内教育関係者からの要望について

　また、山形県内の教育関係者、山形県小

学校校長会長、山形県中学校校長会長、山

形県特別支援学校校長会長、山形県教育庁

義務教育課長などからの聞き取り調査で

は、「教職大学院への特別支援分野の増設

が望ましい」、などの意見が寄せられてい

ます。10 月 20 日に行われた地域教育文

化学部主催のホームカミングデーで地域教

育文化学部同窓会の酒井順一会長に「地域

教育文化学部に期待すること」と題して講

演をして頂きましたが、その中で、教育現

場では ADHD などで特に支援を必要とす

る児童生徒が増えており、地域教育文化学

部や教職大学院として「特別支援教育」を

強化するように求められました。

4. 地域教育文化学部及び教職大学院にお

ける検討方向

　以上のような学部や大学院を取り巻く

情勢の中で、本学部では、教職大学院を

改組し、「特別支援教育分野」を新たに加

え、さらに教科指導力を高めるために「教

科教育分野」を新設し、現在の 1専攻２

コースから1専攻4分野(学校力開発分野・

学習開発分野・特別支援教育分野・教科教

育分野 ) として、学部・教職大学院が一体

となり、発展を図る方向で検討を開始して

います。

教員養成制度を巡る最近の動向
学部長あいさつ

地域教育文化学部長

那須　稔雄

地域教育文化学部広報誌

Creation　第１６号

２０１２年１２月２５日発行

発行：地域教育文化学部

編集：山形大学地域教育文化学部広報委員会

学部ホームページもより見やすくリニューアルされまし

た。あわせてご覧ください。

地域教育文化学部ホームページ

ht tp : / /www. e . y amaga t a - u . a c . j p /

編集後記
　前号に引き続き、イラストを奥山結香さん（造形

芸術コース４年）、DTP・誌面デザインを菅原啓介

さん（造形芸術コース３年）にお願いしています。

今号は学生の活動として声楽の松浦さん（音楽芸術

コース３年）、絵画の我妻さん（造形芸術コース３

年）、また大学院の実習、４月の改組で大きく変わっ

た異文化交流コースの紹介と三つの特集を組み、通

常よりページを増やして 16ページでお届けしてい

ます。学部の「いま」を感じて頂ければ幸いです。
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