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　昨年の 6 月より東京学芸大学出版会の
事務局長を、佐藤正光先生から引き継ぎ
ました。第 5 代目の事務局長ということに
なりますが、以前にも一度事務局長をや
らせていただいておりますので、2 度目の
事務局長ということになります。
　すでに16 年前になりますが、教員の献
身的な働きのみで立ち上げ、活動してきた
時代を第一期と考えると、ここ数年は第二
期と言うことができます。これまでもプレス
ニュース等で報告をしてきましたように、
佐藤事務局長時代には、1 年間に数冊の
本を出版し、毎年 500 万円前後の売り上
げを安定的に確保できるようになりまし
た。出版会創立からこれまで、総計で 40
冊以上の本も出版してまいりました。ここ
まで伸びてこられたのは、会員の皆様のご
助力の賜物だと感謝しております。
　さて、今、出版会は第三期に入りつつ
あると思います。第三期とは、本格的な
事業活動へ足を踏み入れる時です。労働
基準法の改正等を考慮して、昨年は労働
基準監督署やハローワークで何回か相談
をして、出版会で働いてもらっている人の
労働環境を整備しました。また新たに編
集者の竹中龍太氏に業務委託をして、仕
事を手伝ってもらっています。それによっ

　それに向けて第三期の事務局は頑張っ
てまいります。現在も本プレスニュースで
ご紹介する本をはじめとして、それ以外の
いくつかの本の編集を同時に進めていると
ころです。会員の皆様におかれましては、
ぜひ企画のご提案、ご執筆、および出版
した本のご購入・ご活用と宣伝、会費の
納入等を通じてご支援をいただければと思
います。私たちも、ご支援いただくに足る
本を作ってまいります。東京学芸大学出版
会が、東京学芸大学の誇りとなるように、
そしてまた東京学芸大学に所属する方々・
した方々が有意義に使えるようになるよう
に、努力してまいります。ぜひ物心両面の
ご助力を賜りたいと存じます。

て、新しい発想、新しい知識、新しい方法、
新しいネットワークを獲得しつつあるところ
です。その成果が、昨年出版した岩谷美
苗『街の木ウォッチング―オモシロ樹木
に会いにゆこう―』であり、まもなく刊
行される『教師失格―夏目漱石教育論
集―』です（ともに次ページ以下をご
覧ください）。こうして内部体制を固めると
ともに、一般書店で他の出版社と伍して売
れるような本を生み出しつつあります。
　とは言え、初代事務局長の池田義人先
生の「教育の良書を普及させたい」とい
う思いも、私たちは大事にしていかなけれ
ばなりません。私たちは現在、独立採算
制をとっており、ほとんどの運営経費を会
費および売り上げから出していますが、そ
うした体制の中で、一方では労働環境に
投資をし、一方では市場で評価される良
書を生み出すことが、第三期の出版会の
使命だと考えています。労働環境の整備に
は多額の費用がかかってしまいましたが、
ぜひ会員の方々にご支援をいただき、現
在の難局を乗り越えていきたいと思ってい
ます。そして最終的には、大学教員が経
営に関わらないでも自立して運営していけ
る体制を目指します。その段階こそ、次の
第四期ということになるでしょう。

　このプレスニュースは、出版
会会員以外の在籍の先生方にも
お送りしています。出版会の活
動をご理解いただくとともに、
本の出版についてもご検討いた
だければと思います。



教育者としての側面に光をあてる

　中学・高校の教科書でもなじみ深い明治
の文豪・夏目漱石は、2016 年に没後
100 年、2017 年に生誕 150 年を迎えま
した。この節目の機会に、小会では漱石の
教育にかかわる文章・談話・講演録などを
集めたアンソロジーを刊行することになりま
した。監修・編集をしていただいたのは、
日本近現代文学がご専門の本学の大井田
義彰先生です。
　漱石といえば、『吾輩は猫である』『坊っ
ちゃん』『こころ』などの名作を残した、近
代文学を代表する小説家として広く知られ
ていますが、『吾輩は猫である』で作家デ
ビューする以前は、英語教師を務めていま
した。作家生活 11 年に対し、教師生活は
13 年以上に及びます。漱石は学生時代か
ら教師時代にかけて、そして後年作家となっ
てからも、英語教育をはじめ独自の教育論
を数々公にしています。本書は、そうした
漱石の英語教師、教育者としての側面に光
をあてたアンソロジーです。
　漱石が学生時代・教師時代に書いた教
育にかんする文章や、後年作家となってか
ら述べられた談話・講演などは、いま読み
返してもじつに面白い。没後 1 世紀を経た
いまでも心に染みる言葉は少なくありませ
ん。そんな漱石のメッセージを、将来教員
をめざす本学の学生をはじめ、いまの若者
たちに伝えたい。それが本書の企画の本意
です。
　本書には、編者の大井田先生による序文
（本書の企画意図や魅力を伝えます）をは
じめ、収録作品の解説のほか、理解の助け

を語った近藤の談話が収められていますが、
近藤は松山時代の漱石の印象を次のように
話しています。

「夏目さんには、自分の嫌いな人には物を
云わぬと云ったような、一寸融通の利かな
い所がありはしませんでしたかね。その世
間と相容れぬと云った所が、天性私と相通
ずる所があるような気がして、今でも心に
残っていますよ。」（近藤元晋「車上の漱石」）

　『漱石追想』の注では、近藤について「松
山中学の同僚」と記されていますが、上岡
氏によると、　近藤が亡くなった叔父の後を
継いで松山中学の漢文の教師となるのは
1897 年（明治 30）のこと。漱石はその
前年に松山中学から熊本の五高（熊本大
学の前身）へ移っています。したがって、
近藤と漱石の関係は、松山中学の同僚では
なく、子規の友人で俳句仲間、といえるか
もしれません。
　漱石は松山を去るとき、「愚陀仏」の号
で近藤に次の二句を贈っています。
　「わかるるや一鳥啼て雲に入る」
　「永き日や欠伸うつして別れ行く」

　そして近藤は、松山中学で教師をつとめ
たのち、短い期間ですが、本学の前身の一
つで当時小石川竹早町にあった東京府女子
師範学校に併設されていた第二高等女学校
（都立竹早高校の前身）で教師をつとめま
した。近藤は東京で偶然、イギリス留学へ
発つ直前の漱石と再会しますが、そのとき
の様子は、上記の「車上の漱石」で印象
深く語られています。

となる注、そして当時の学校の様子などが
うかがえるコラムが収められています（漱石
が五高で作成した英語の試験問題も紹介し
ています）。したがって、このアンソロジーは、
大学生はもちろん、中学生や高校生にも十
分に楽しめる本ですし、授業の教材として
も活用できます。さらに、若い人たちに限
らず、かつて文学青年だったような大人や
漱石ファンにとっても、新たな漱石像の発
見をもたらす一書です。
　本書を通じて、漱石がいかに熱心に愛情
を込めて当時の若者たちとつきあっていた
かがよくわかるでしょう。そして、狭義の教
育論にとどまらず、私たちが生きるうえで支
えとなるような言葉に出会うことができるで
しょう。

近藤元晋先生のこと

　さて、ここで、本書の編集作業を通じて
出会ったひとりの人物についてふれておきた
いと思います。それは近藤元晋（もとゆき。
号：我観、小南）です。上岡治郎氏によると、
近藤は松山出身の教育者・漢学者で、漱
石と同じく今年生誕 150 年を迎える俳人・
正岡子規とはいわば幼なじみでした。漱石
が松山中学で英語教師をつとめていた時
代、下宿していた「愚陀仏庵」では、そこ
に一時居候していた子規が句会を開いてい
て、近藤はその句会に参加し、子規から俳
句の手ほどきを受けていました。近藤はそ
こで、子規を通じて漱石と出会ったようです。
　『漱石追想』（十川信介編、岩波文庫、
2016 年刊）には、漱石との親交の思い出
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漱石は熱意と愛情あふれる教師だった！
―『教師失格　夏目漱石教育論集』

新刊紹介



本書とともにあるもう一つの企画

　さて、本書の刊行の先には、車の両輪の
ようにして、もう一つの企画が構想されて
います。それは、現在の教員や教育関係者
が教育の理想を語る、という企画です。多
くの課題を抱える現在の教育現場や教育界
にあって、いまこそ教育の理想を語り、柔
軟な発想のもとで教育の未来像を描くこと
は、教育行政の硬直化とともに価値観の多
様化や社会の複雑化が進むなかで、きわめ
て有意義なことではないでしょうか。いまの
教育界に一石を投じるそんな企画にもどう
ぞご期待ください。
　そういえば漱石は、松山時代に著した「愚
見数則」（本書所収）で、こんなことを述
べているのでした。
　「理想を高くせよ、敢て野心を大ならしめ
よとは云わず、理想なきものの言語動作を
見よ、醜陋の極なり、理想低き者の挙止容
儀を観よ、美なる所なし、理想は見識より
出ず、見識は学問より生ず……」
　こうした言葉を書き記したのは、漱石が
28歳のときでありました。

（編集局　竹中龍太）

現代読書法（1906年［明治 39］）
教育と文芸（1911年［明治 44］）
私の個人主義（1914年［大正 3］）
クレイグ先生（「永日小品」より）（1909
年［明治 42］）
ケーベル先生（1911年［明治 44］）
ケーベル先生の告別（1914年［大正 3］）
戦争から来た行違い（1914年［大正 3］）

　大石学編著『みんな大好き！時代劇』（仮
題）については、本紙前号（2016 年 2
月発行）で編集作業中とお知らせしていま
したが、諸事情で刊行が遅れています。引
き続き鋭意編集作業中ですが、今年の初
夏ころには刊行に漕ぎ着けたいと考えてい
ます。
　本書は、「東京学芸大学時代劇研究会」
で発表された研究報告や、時代劇の制作に
かかわる関係者の講演などをまとめて、私

たちになじみ深い時代劇の魅力について、
制作面やリアリズム、時代考証、海外事情
などの観点から探る一書です。
　時代劇研究会は、大河ドラマの時代考
証なども手がける本学の大石学先生を中心
に、本学の教員・学生のほか、一般参加
者とともに学芸カフェテリアの講座等と連
携しながら活動を行ってきました。同会は、
2010年度の講座「『龍馬伝』と時代考証」
の参加者により、2011 年 1月に「時代劇

愛好会」として発足し、2015年4月には「時
代劇研究会」と改称し、より学術的な研究
も視野に入れて取り組んでいます。
　時代劇の魅力を立体的に研究・紹介す
ることを通じて、歴史への興味関心を育て、
歴史の奥深さや人間の創造力を伝える、格
好の歴史教材としても活用できる本となる
ことをめざしています。ぜひご期待ください。

◎書誌情報
教師失格　夏目漱石教育論集
夏目金之助 著　大井田義彰 編

2017年 4月25日発行
価格 1,500円＋税

【収録作品】（（　）内は初出年）
愚見数則（1895年［明治 28］）
一貫したる不勉強―私の経過した学生時
代（1909年［明治 42］）
落第（1906年［明治 39］）
中学改良策（1892年［明治 25］）
夏目教授の説円（1897年［明治 30］）
福岡佐賀二県尋常中学参観報告書
（1897年［明治 30］）
語学養成法（1911年［明治 44］）
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時代劇の魅力を多角的に探る一冊ただいま編集中
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　『街の木ウォッチング』は本学出身で、
樹木医でもある岩谷美苗さんが書いてくだ
さいました。なるほど、自然とのこのよう
な肩肘張らないつきあい方があるのだなと
思わせる本です。樹木についての基本的
知識もさることながら、それ以上に「木の
人生」（変な言い方ですが）といったもの
が感じられ、急に生きているお仲間として
街の木を見ることができるようになる不思
議な本です。老木を支柱が支えている光
景は時々見ますが、どうも木は「支えてく
れるんだから頼っちゃえ」と考えるようで、
普通ではあり得ない枝の伸ばし方をするそ
うです（本書 72ページ）。
　不思議と言えば、本書は『りぶる』（自
民党婦人部会報）、『赤旗』『聖教新聞』
に取り上げられました。こんなことは初め
てです。身近な木への親しみは政治も宗
教も乗り越えるのかもしれません。ぜひご
一読を！ （本書は全国学校図書館協議会
の選定図書にもなりました。）

◎書誌情報
Essential Mathematics
for the Next Generation
―What and How 

Students Should Learn―
IMPULS 編

定価：本体 3,500 円＋税

2011 年に発足した東京学芸大学「国
際算数数学授業研究プロジェクト
(IMPULS)」の成果。これからの算数数
学教育に必要なのは、知識習得だけでは
なく数学的プロセス能力の育成を重視す
ることであり、そのためには内容とプロセ
スを組み合わせて学ばせることと、それ
に応じた授業研究が不可欠であるという
視点から書かれている。世界の算数数学
教育をリードする日米英の研究者による、
次世代型教育とそれを行う教員の育成に
ついての提言を具体的教材例を交えてま
とめた論文集（全頁英文）。

もうご覧になりましたか？　―『街の木ウォッチング』

『Essential Mathematics for the Next Generation』
新刊
案内

（堀大才との共著、農山漁村文化協会、
2002 年）、『街の木のキモチ―樹木医
のおもしろ路上診断』（山と渓谷社、
2011年）など。

【著者紹介】
岩谷美苗（いわたに・みなえ）
島根県生まれ。森林インストラクター、
樹木医、街の木らぼ代表。東京学芸大学
卒業。著書に『図解　樹木の診断と手当』

◎書誌情報
街の木ウォッチング

―オモシロ樹木に会いにゆこう―
岩谷美苗 著

2016年 9月16日発行
価格 1,500円＋税

好評
既刊


