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東京の國學院大學久我
山中学生のアイヌ文化体
験が９月３日、本学４０
２教室で行われました。
アイヌの方々が来られ
て、アイヌの挨拶やムッ
クリという楽器の使い方
を、生徒たちに直接指導
していました。
生徒たちは全員ムック
リに興味津々の様子で、
会場は盛り上がっていま
した。アイヌの方々が鳴

らすムックリの音は、ま
るでばねが跳ねるような
音が鳴り、よく弾む音色
でした。
生徒全員にムックリが
渡され、アイヌの方々が
生徒個人個人に直接指導
する場面が見られまし
た。生徒たちがムックリ
を鳴らすことはかなり難
しい様子でした。
ほかには、アイヌのチ
セという笹葺の家の見学

がありました。チセの中
には中心に囲炉裏があ
り、生徒たちはその囲炉
裏を囲むようにして座
り、本学の職員からチセ
での暮らしについて説明

言葉遣いの
大切さを実感

私は、今年５月 日か
方に限らず学生の参加も ら６月１日まで、滝川市
多く、会場は大変盛り上 立江陵中学校で教育実習
がっていました。滝川で をさせていただきまし
の題は「秋桜」で、次の
俳句が選ばれました。
【山田賞】面会日コス
モス揺れて母嘆き
【堀本賞】コスモス園
抜け出でて子は揺れやま
ず
【月岡賞】狛犬にふぐ
りや秋桜の村社

ぐ詠める！俳句講座」で、
講師は俳句・短歌に造詣
が深い本学の月岡道晴教
授が担当しました。参加
者は少なかったものの、
俳句づくりの基本から作
句のポイントまで、初心

者に手ほどきしていまし
た。参加者からは、大変
わかりやすかった、勉強
になった、歳時記の重要
性を理解できた等々の感
想が寄せられました。
日は午後１時から紀

伊國屋書店札幌本店１階
のインナーガーデンで、
「俳句ガーデン」を行いま
した。今回で３回目にな
り、ゲストに北海道新聞
に「札幌モノローグ紀行」
を連載中の歌人山田航

子どもたちの
笑顔が力に
８月 日から９月 日
まで、滝川市立滝川第一
小学校で教育実習をさせ
ていただきました。子ど
もの顔を見るまでは「子
どもたちと仲良くできる
だろうか」
「きちんとやり
抜くことができるだろう
か」と不安でいっぱいで
した。
しかし、第一小学校の
児童の皆さんは初めて会
う私にもたくさん声をか
けてくれて、毎日のよう
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募集作品の批評も

16

滝川など３カ
所でイベント

を受けていました。チセ
の中は方角によって何処
に何を置くか決まってい
たり、東は父親しか座れ
ないなど、方角による位
置が重要な意味を持つよ

―教育実習を
教育実習を体験して―
体験して―
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24

アイヌ文化に関心深める

た。
教育実習に当たって、
私は単に教科を教える技
術を学んだり、学級づく
りを見たりするだけでな
く、生徒一人ひとりとコ
ミュニケーションを積極

に子どもたちと鬼ごっこ
をして遊びました。配属
学級の子どもたちだけで
なく、他学年の子どもも
いました。とにかくみん
な元気いっぱいで、優し
い子ばかり。すぐに仲良

的にとることを意識して
いきたいと考えていまし
た。特に、言葉遣いが乱
れたり不適切になったり
しないよう、十分気をつ
けて教壇に立とうと思っ
ていました。
しかし、実際には焦っ
た時に普段の言葉遣いに
なってしまったり、休み
時間や放課後に話すとき
は少し緊張感が薄れ、言
葉遣いが乱れてしまうこ
ともありました。
このような状況の時、
教職の授業で「緊張する
と日頃の言葉遣いがでて
くなることができまし
た。
子どもたちとの関わり
方や授業づくりについて
わからないことや戸惑う
こともありましたが、指
導教諭の先生が親身に相

開催日 10月18日
（木）

テーマ：ハローウィンパーティー

子育てサロン
「ありす」

子育て中のお父さん、お母さん、お子さんのための
広場です。
お子さんを連れて、気軽に遊びに来て下さい。
対 象 者 おおむね０～４歳未満の子どもとその家族
参 加 料 １家庭あたり100円（保険料を含む）
申し込み 開催日の前日15:00まで（先着30人）

私の故郷、函館市は道 南ナンバー１の観光都市
と言われています。函館
山から見る夜景は特に有
名です。函館には景色が
美しいところがいっぱい
ありますが、特に自慢し
たい所は五稜郭公園で
す。春になればソメイヨ
シノが咲く公園は、花見
をする人で埋め尽くされ
ます。

その五稜郭を上から眺
めることができる五稜郭
タワーも人気のあるスポ
ットです。五稜郭に来た
ら是非、五稜郭タワーに
行くのを勧めます。タワ
ーから見下ろす景色はと
ても見晴らしがよく、感
動すること間違いありま
せん。
五稜郭の中央は、幕末
の名残のある砲台や、函
館奉行所が再現されてい
ます。また、五稜郭公園
の近辺には函館市中央図

書館があります。図書館
には函館の歴史関連の本
や地図、函館にゆかりの
ある石川啄木関連のコレ
クション「啄木文庫」も
所蔵するなど、資料が豊
富です。
このほか、ハンバーガ
ーショップで人気の「ラ
ッキーピエロ」など函館
の魅力は尽きません。函
館市に是非、来てみてく
ださい。（国文学科１年
／佐藤誠也）

しまうから、普段から気
をつけるように」と指導
いただいたことを思い出
し、直そうと思いました
が、実際は言葉遣いとい
うものすぐには直せるも
のではないということを
実感しました。
教育実習を終えて思う
ことは、常に正しい言葉
遣いを心がけることによ
り、自分の発した言葉に
責任をもち、自分の言葉
を改善することはできる
ということでした。言葉
に出した後に気付いても
遅いのですが、今後気を
つけようという意識を持
ちました。
実習を通して一番感じ

たことは、仕事など大事
な場面での切り替えを常
に意識しながら、言葉遣
いに気をつけることでし
た。学生時代にも例えば
アルバイト中やインター
ンシップでの体験時な
ど、言葉遣いが大事な場
面は多くあります。

教育実習では、教師と
しての仕事を学べただけ
でなく、言葉遣いなどの
社会人としての基本的な
礼儀が重要であることを
学ぶことができたように
思いました。
滝川市立江陵中学校の
校長先生をはじめ、日常

的にご指導いただきまし
た諸先生方には本当に多
くのご示唆を賜りまし
た。また、生徒の皆さん
には多くの話ができたこ
とを感謝しています。あ
りがとうございました。
（総合教養学科２年／井
上瑚晴）

初心と反省を
忘れずに成長

談に乗ってくださり、子
どもたちと一緒に成長し
ていけるような教育の在
り方について学ぶことが
できました。授業準備が
忙しくなると、子どもと
一緒に遊ぶことのできる
時間は少しずつ短くなっ
てしまいましたが、それ
でもできる限りの時間を
子どもたちと過ごしまし
た。
このように良い関係を
築けたことで、私が実際
に授業を行うようになっ
てもよく発言してくれた
り、真剣に取り組んでく

れたりしました。そして
子どもたちが私の授業を
楽しみにしてくれていた
ことがなによりも励みに
なりました。子どもたち
のむけてくれる笑顔がな
によりも大きな力になり
ました。
３週間という短い期間
でしたが、先生方にご指
導いただいたことも、子
どもたちと過ごした日々
も、この先ずっと忘れる
ことはありません。
（幼児
・児童教育学科児童教育
コース２年／西彩伽）

生き方などあらゆる意味
で、自分の力を試す場所
となりました。また、慣れ
ない場所での実習だった
ので、大変緊張しました。
そして子どもたちと
の触れ合いの中で、とて
も貴重な経験をさせてい
ただきました。子どもた
ちと深くかかわり合い、
働きかけるためには、保
育者の物事への考え方が
しっかりしていないと、
子どもを指導することが
出来ません。
私は、この実習で保育
の大変さ・難しさを感じ
るとともに、また子ども
達と接する楽しさや喜び
も感じました。そんな子
ども達の笑顔を見ると、
改めて保育の魅力ややり
がいを再認識することが
できました。
現場では、思っていた
事など全てにおいて子ど
も達の前では通用しなか
ったり、上手くいかなか

った事が多くありました
が、保育後の反省会で、
沢山のアドバイスをして
頂いたり、私が不安に思
っている事に対して相談
に乗って頂いたりするこ
とで、不安が解消され自
信をつける事ができまし
た。忙しい中で優しく丁
寧にご指導して頂き、す
べての先生方にとても感
謝しています。
実習ではたくさんの反
省がありました。しかし、
反省から学んだことがた
くさんあり、これをマイ
ナスに捉えず、学んでい
く事で成長することがで
き、今後の自信へと繋が
ると考えています。あと
半年で卒業・就職を迎え
ますが、これまでの経験
を生かし、常に初心と反
省を忘れず、成長し続け
られる保育者になりたい
と思います。（幼児・児
童教育学科幼児保育コー
ス２年／小田有加）

＝北海道函館市＝

自慢

大葉を添えてさんま缶
【堀本賞】過去持たぬ
女の顔で焼く秋刀魚
【月岡賞】秋刀魚売る
女や声の塩辛き
また、 日夜には会場
を滝川に移して、太郎吉
蔵で「俳句バー」を行いま
した。バーということで
ドリンクを飲みながらの
句会で、「俳句ガーデン」
と同じホスト・ゲスト・
司会で、同じ形式で行い
ました。参加者は地元の

國學院大學久我山中学生が来滝

うでした。生徒の中には
屋根の隙間から入る光が
綺麗だと言う人もいまし
た。
今回行われたアイヌ文
化体験によって、アイヌ
への関心を高めた生徒は
多かったと思います。こ
うした活動を通して、ア
イヌ文化に触れることは
貴重な体験だと思いま
す。（国文学科１年／佐
藤誠也）

五稜郭タワーから見る絶景がおすすめ

氏、ホストに又吉直樹氏
と共著のある俳人堀本裕
樹氏を招いて、本学の月
岡道晴教授（北海道新聞
に「新北のうた暦」連載
中）が司会を務めて進行
しました。この俳句イベ
ントは、観客の皆さんに
事前に出してもらった俳
句作品に投票し、批評し
合うものです。今回の題
は「秋刀魚」で、次の俳
句が選ばれました。
【山田賞】古伊万里に
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ークショップが行われ
た。また、夜には松尾ジ
ンギスカンで懇親会が行
われ、滝川発祥の味付け

理解すること、そして空
知の魅力について知って
もらうことができたと思
う。
このようなイベントが
開催できたのは、空知地
域の皆様の温かいご協力
があってのこと。記して
感謝申し上げます。

ふるさと

i
n

21 20

もと思っていたが、短期
大学が主催校になったこ
とはなく、また北海道で
も開催した実績はなかっ
た。
しかし、昨年京都文教
大学で行われたまちカレ
に参加した学生が、ぜひ
主催校をやってみたいと
申し出があったので、こ
の学生たちなら実現でき
ると思い、主催校に立候
補した。主催校をやるつ
もりで伊勢の皇学館大学
で行われたまちカレに
名ほどの学生と参加し
た。そのメンバーを中心
に約 名の実行委員会を
結成し、まちカレの準備
を行ってきた。
日には、本学にて開
会式と各大学の情報共有
を目的とした活動報告会
や地域で活動する上での
問題を解決するためのワ

25

25

23

24
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このイベントは、どう
しても孤立しがちな地域
活性化を目指し活動する
学生たちが、それぞれの
団体の活動内容やその成
果・悩みを共有したり、交
流を深めることによって
各地域での活動を良いも
のにするために行われ、
これまでは中部地方や西
日本を中心に行われき
た。本学の舛井ゼミでは、
第 回の岐阜経済大学で
行われたまちカレから参
加している。
このイベントは一般的
な学会とは異なり、学生
の学生による学生のため
のイベントであり、参加
する学生、主催する学生
のいずれもモチベーショ
ンを高めることができ、
大きく成長できる素晴ら
しい機会となる。機会さ
えあればいずれは本学で

ジンギスカンを各大学の
学生たちに楽しんでもら
った。翌 日には、江部
乙、商店街、砂川、赤平
の各地で４つのフィール
ドワークが行われた。こ
れらのフィールドワーク
を通して舛井ゼミの活動
内容を知ってもらうこ
と、空知のまちづくりを
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http://www.kokugakuin-jc.ac.jp

各地から学生１３０人

８月 ・ 日の２日間にわたり、日本全国のまちづくりに関わる大学生
が集まる「第 回全国まちづくりカレッジ 空知」が、北海道で初めて
本学にて行われた。台風 号の影響もあったが北は旭川大学から南は福
岡の西南学院大学まで全 団体１３０名の参加があり、盛会のうちに終
わることができた。
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126

ＮｅｗｓCATY
ニュース

國學院短大
部が主催校

俳句の魅力に触れる

９月 日から 日にか
けて俳句に関する三つの
イベントが行われまし
た。
日は小樽商科大学札
幌サテライトを会場に、
國學院セミナー「います

「Ｃ Ａ Ｔ Ｙ 」
の名前は「
、Ｃ Ａ ｍ ｐ ｕ ｓ 」
と
「ｃｉＴＹ」
からの造語で、地 域 と 大 学 の 相
互理解、交流促進を目的として生まれまし
た。
「地域との共生 社会に学ぶ」
を合いこ
とばに、高等教育機関としての教育研究の
成果を、地域に発信します。また学生が取材
活動を通じて、読む・書く・話すといった能
力を開発していくことも意図しています。

（第３種郵便物認可）

道内初の「まちカレ」本学で

滝川市文京町３－１－１
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幼稚園実習は、今まで
勉強したことや今までの

