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秋田大学教育文化学部と秋田県中小企業家同友会が 

包括的連携協力に関する協定書を締結 

 

秋田大学教育文化学部と秋田県中小企業家同友

会は、それぞれの持つ人材、知識、情報などの資

源を活用して相互に協力することにより、秋田県

の発展に貢献することを目的として連携協定を締

結しました。 

主な連携内容は、フィールドワーク型授業にお

ける学生の受け入れ、共同研究・調査、講義、講

演会等への講師の相互の派遣などです。 

10月 1日に秋田大学教育文化学部で挙行され

た協定締結式では、佐藤修司教育文化学部長と日

野亨代表理事による協定書への署名が行われまし

た。佐藤学部長は「秋田県中小企業家同友会に

は、これまで地域文化学科のフィールドワーク型

授業である地域連携プロジェクトゼミで、本学の

多くの学生を受け入れてご指導いただいてきた。

現在、地域の人材養成のみならず研究についての

貢献も本学部教職員に求められるところとなって

きている。この協定締結を契機に、地域貢献がで

きる人材育成の更なる強化および教職員と中小企

業家同友会の会員企業との密接な関係の構築をお

こなっていきたい」と述べました。日野代表理事

からは「これまでの地域連携プロジェクトゼミの

ような地道な取り組みが包括的連携協定につなが

り、さらに前進していこうとしている。企業にと

っては学生の柔軟なアイディアや創造力を企業の

活性化や創造性などにつなげることができるメリ

ットがある。また、学生にとっても働く真の意味

を理解し、中小企業の価値を体験することができ

る社会的に良い機会となっている。ともに協力し

ながら地域の活性化に少しでも貢献できるように

したい」と挨拶がありました。 

この協定によって、地域活性化に貢献する人材

の養成がさらに充実されるとともに、学部と企業

との共同研究・調査等が推進され、密接な関係が

拡大・発展していけば、秋田大学の基本理念の実

現や秋田県の発展につながっていくものと期待さ

れます。 

同友会からの出席者は、日野亨代表理事（日野

代表取締役社長）、田口知明代表理事（田口木

材代表取締役社長）、長坂博行理事・広報委員

長（都市クリエイティブ代表取締役）、高橋基

理事・社員共育委員長（たかえん代表取締

役）、佐々木克己理事・共同求人委員長（むつ

みワールド代表取締役）、佐藤進幸共同求人委

員会副委員長（佐藤徳太郎商店代表取締役）、

二方淳介広報委員会副委員長（太陽印刷専務取

締役）、武田佳朗理事・事務局長、三浦文枝事

務局主任のみなさんでした。同友会の会員のみ

なさんには学生を温かく迎え入れていただき、

成長をサポートしていただいていることに深く

感謝いたします。 
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第 4回あきたの教師力高度化フォーラム 

「社会に開かれた教育課程」の実現と教師力－プログラミング教育と育てたい力
 

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。 

第一部では、教職大学院の修了生で一期生でも

ある木村司（横手市教育委員会）様、門脇恵（秋

田きらり支援学校）様から実践報告があり、第二

部では、シンポジウム「プログラミング教育の展

開」が開催されました。提案 1では、秋田から、

亀沢勉（秋田県総合教育センター研修班主任指導

主事）様と村上宙思（附属小学校教諭）様から秋

田及び附属小学校における取り組みが報告されま

した。提案 2では、渡邊茂一（相模原市教育セン

ター学習情報班指導主事）様から相模原市におけ

るプログラミング教育の実際が紹介されました。

提案 3では、川和田亨（戸田市教育委員会教育政

策室指導担当課長）様から産官学民で進めている

戸田市のプログラミング教育が紹介されました。

その後、林良雄（本学部副学部長）の司会で、質

疑、協議が行われました。 

 第 3部では、教室を変え、プログラミング教育

を実際に見て触って学んで体験するワークショッ

プを行いました。渡邊様が講師となって、相模原

市で行われているプログラミング教育の一端を体

験することができました。 

第 4部では、安彦広

斉（文部科学省初等

中等教育局視学官）

様から、新学習指導

要領におけるプログ

ラミング教育につい

て、22 世紀まで生き

る子供たちに必要な

力とは何なのかとい

う観点から講演が行

われました。 

 秋田はプログラミング教育についてまだスター

ト地点に立っているという状況ですが、今後、子

どもたちが生きていくことになる時代を見据えて、

プログラミング教育に積極的に取り組んでいかな

ければならないことを強く感じさせられたフォー

ラムでした。         
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教職大学院の研修旅行（東成瀬・陸前高田・大槌）を行いました 

 
10月 18日（木）から 20日（土）まで恒例とな

った研修旅行を実施しました。現職院生 12名、学

卒院生 15名が参加しました。 

 18 日は 9

時に大学を

出発し、11：

00 から東

成瀬小学校、

中学校で授

業や学校の

様子を参観

するととも

に、鶴飼教

育長、加藤小学校長、大沼中学校長から説明を受

けて、質疑を行いました。東成瀬での授業改善等

に向けた長年の取り組みやその思いを直に聞けま

した。 

 19日は 7：30に東成瀬を出発し、10：30から陸

前高田市立高田小学校を訪問し、菅野校長から説

明を受けた

後、授業や

学校の様子

を参観しま

した。震災

で学校にい

た子どもた

ちに犠牲者

はいません

でしたが、

保護者への引き渡し後になくなった子どもたちが

いること、震災後児童数が半分以下になり、今も

徐々に減少していること、まだまだ子どもたちに

はケアの必要があること、来年度に新校舎に移る

ことなどをうかがいました。 

 昼食は仮

設で営業す

るカフェわ

いわいで取

りました。

マスターか

らは料理の

解説ととも

に、震災後

の状況や今

後の事業展開の構想を聞くことができました。14：

30から 16：30まで、陸前高田の語り部である河野

正義さん（陸前高田市観光物産協会内観光ガイド

の会）から現在の市内の様子を案内してもらうと

ともに、被災時の状況や復興の状況について説明

していた

だきまし

た。かさ上

げ工事が

だいぶ進

んでいま

したが、住

民が戻れ

る状態に

なるには

まだまだ

年月がかかる状況でした。 

 20 日は

10：00から

11：30まで、

大槌の語り

部である神

谷未生さん

（一般社団

法人おらが

大槌夢広場）

から同じよ

うに現在の

町内の様子を案内してもらうとともに、被災時の

状況や復興の状況について説明していただきまし

た。旧町役場ではこれを壊すかどうかについて町

を二分する議論になっていること、両者の思いな

どについて

も聞くこと

ができまし

た。大槌で

はかさ上げ

工事が終わ

り、住宅も

建ち始めて

いましたが、

こちらも元

の状況に戻

るにはまだまだ時間がかかりそうです。 

 この研修旅行は教職大学院の授業である「教職

実践リフレクション－課題実地研究」として実施

されました。この研修を通じて、授業力向上の先

進的な事例に直に触れるとともに、同じ東北の地

である東日本大震災の被災地がどのような状況に

あるかを知る貴重な機会となりました。みんなで

寝泊まりして学ぶので、修学旅行のような意味合

いも持っているように思います。 
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地域連携プロジェクトゼミでバスツアー企画 
 

地域文化学科地域社会コース３年 池田 圭佑・清野 良太 

私たちは「地域連携プロジェクトゼミ」という

授業の一環で、有限会社都市クリエイティブの協

力の下、由利本荘市矢島地域を対象としたバスツ

アーの企画に関わりました。ツアーは昨年に続い

て２度目の敢行となり、私たちは 2018年 5月か

ら企画に参加し、10月 13日にツアーが催行され

ました。 

ツアーの様子は秋田魁新報に取り上げていただ

きました（10月 17日）。以下は、当日のツアー

コースになります。 
秋田駅発→羽後本荘駅→矢島駅（昼食・紙芝居上

映）→龍源治（遠州流茶道体験）→福王寺（阿字

観瞑想体験）→町めぐり（町中見所案内人同行）

→鳥海荘（夕食・入浴）→星空観賞→秋田駅着 

ツアーコースは昨年の先輩方が考案したものが

ベースとなっております。その中に、昨年のツア

ー参加者の方々に書いていただいたアンケート結

果をもとに、昼食に地元の食材を使用した料理を

提供すること、町めぐりの際にお土産品を購入す

る時間を設けることを組み込みました。具体的に

は、昼食の際に、地元で採れた天然鮎の炊き込み

ご飯と地元のお味噌屋さん（眞坂糀味噌店）の味

噌を使用した味噌汁を提供すること、町めぐりの

際に眞坂糀味噌店と、地元のお菓子屋さんである

原田栄泉堂に立ち寄り、お土産を購入する時間を

設けました。昼食とお買いものの際には、みなさ

んとても喜んでいる様子でした。 

 
また、今回のツアーの大きな変更点として、羽

後本荘駅から矢島駅まで、「おばこ号」の愛称で

地元の方々に親しまれている由利高原鉄道に乗車

することを組み込んだことがあげられます。これ

は、私たちが初めておばこ号に乗車した際、色鮮

やかな外装・内装と、車窓から見える鳥海山と景

色に感動し、ぜひともツアーに組み込みたいとお

願いし、実現しました。 

私たちが最も力を入れたことは、「矢島にもう

一度来てくださる方を増やす」ことです。ツアー

を盛り上げることはもちろん、矢島地域の活性化

のためにどのようにすれば良いかを学生なりに考

えました。そして、ツアー終了後も矢島が参加者

の印象に残るように、手作りのパンフレットやツ

アーをイメージした小説を作成しプレゼントした

り、電車内でイラストを用いた由利本荘・矢島の

ＰＲを行ったりと工夫を凝らしました。 

 
これからはアンケート結果を分析する予定で

す。その結果を地元の方にフィードバックするこ

とが矢島地域の活性化への第一歩になると考えて

います。12月 20日に学内で行われる最終報告会

で、アンケート結果を含めた詳しい内容を発表す

る予定なので是非足を運んでみてください。
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大学祭とホームカミングデーが行われました 
 

 10月 20日土曜

15：00～17：00に第

4回秋田大学ホーム

カミングデーが、第

52回秋田大学祭（20

日と 21日の二日間）

に合わせて行われま

した。教育文化学部

の同窓会「旭水会」

からは、人間環境課

程卒業で、ＮＨＫ秋

田放送局の気象キャスターであるの村木祐輔さん

が、「秋田大学初の気象キャスターになるまで」

と題して報告しました。 

 
 村木さんは平日夕方のニュースこまちで天気予

報を担当しています。みなさんも応援しましょう。 

 
大学祭は天気にとても恵まれて、秋のうららか

な陽差しのもとで行われました。その様子を写真

で紹介します。 

 

特別支援学校も参加しています。 

  

 模擬店あり、歌あり、ダンスあり、ヤートセあ

り、オーケストラあり、展示あり・・・。来年もぜ

ひ来てください。 
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師範学校とは？－学部の歴史をたどる⑤

本学部の前身は戦前の師範学校であったことに

前に触れました。では何歳くらいの人が入学し、

何年くらい学んでいたのか。 

1873年創設の伝習学校時代は修学期間３ヶ月

でした。1874年の太平学校時代には、課程を下

等（6か月、17歳-40歳対象）・上等（8か月）に

分け、下等修了者から上等進級者を選考していま

す。 

1878年 4月に師範学校となり、小学師範科

（修業年限 2年、15歳-30歳対象）・小学師範速

成科（修業年限 9か月）・中学師範予備科（修業

年限 3年）・女子小学師範科（修業年限 3年、15

歳-30歳対象）・講習科（現職教員の研修機関）

を設置しました。1882年に小学師範科を改組

し、初等師範学科（1年）・中等師範学科（2.5

年）・高等師範学科（4年）を設置（17歳以上対

象）します。 

1886年 8月、秋田県尋常師範学校に改称し、

本科 4年制となりました。1898年、秋田県師範

学校と改称します。1908年に、本科第一部（4年

制）・本科第二部（1年制、中学校卒対象）とな

ります。1925年に本科第一部を 5年制に変更し

ます（2年制高等小学校卒業者対象）。1926年に

専攻科（1年制）を設置。1931年に本科第二部を

2年制に延長します。1939年、本科第二部に 

「大陸科」 を設置します。 

1943年に秋田県師範学校・秋田県女子師範学

校を統合し、官立秋田師範学校を設置します。本

科（3年制。中等学校卒対象）・予科（2年制。高

等小学校卒対象）となります。 

1943年以前の師範学校は、後期中等教育レベ

ルで、小学校、高等小学校卒業者が入る、今で言

えば高校レベルの学校だったわけですが、1943

年を境にして、高等教育レベル、専門学校レベル

に引き上げられたことになります。 

なぜ、このような第二次世界大戦のまっただ中

で、戦局が悪化し、同じ 1943年に学徒出陣、学

生の徴兵猶予の撤廃が行われる一方でこのような

ことが行われたのでしょうか。小学校教員の社会

的地位の低さをなんとかしたいという、当時の教

師たちの強い思い、様々な陳情、運動を背景にし

ていたのでしょう。このような難局で、国の未来

がどうなるかもわからない時期であるからこそ、

国の未来を背負うことになる子どもたちの教育に

あたる教師は、高等教育レベルの教育を受け、不

透明な未来を切り拓く力、見識を持っていてほし

いという願いが現れたものではないかと思いま

す。 

戦況が悪化していた時代ですので、実際には高

等教育レベルへの引き上げはほとんど実質化しな

かったわけですが、1946年の米国教育使節団報

告書などにより、戦後の教員養成は大学で行われ

ることになります。 

初代文相である森有礼は 1886年の師範学校令

で、師範教育の目的を「順良・信愛・威重」の三

気質を備えさせることとしました。森は、教育は

国家繁栄のためにあるべきであり、国家発展の基

礎は国民の普通教育にあると考えていました。そ

のためには教員にふさわしい人を得なければなら

ないことから、そのような人物を養成する師範学

校は大変重要なものと位置づけられます。教員は

知識や技術だけでは不十分で、それ以上に善良な

る人物でなければなりません。そこで三気質が重

視されます。 

師範学校の授業料は無償で、食物、被服（冬

服・夏服・シャツ・靴下等 9種類）、日用品

（墨・紙・鉛筆等 6種類）、修理及び湯浴、一週

間手当などが支給されていました。卒業生には服

務義務があり、卒業後 10年間は県内で勤務する

ことが義務づけられていました。 

生徒は全員が寄宿舎に入居させられます。そこ

は、三気質を養成するための道場とされ、男女生
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徒は生徒隊に編成され、軍隊式の生活が強制され

ます。起床、就寝、学科、食事、外出門限等がす

べてラッパで合図がなされ、各室では靴下等のた

たみ方、重ね方、寝具の整頓等がすべて定められ

ていました。新聞や小説なども禁じられていて、

密かに読むしかなかったようです。 

生徒は組長・什長・伍

長等によって統括され、

組長は舎監から命令を受

けて、それを什長へ、什

長はそれを各室に伝えま

す。兵式演習が行われ、

そこでは舎監か体操教師

が隊長となり、組長以下

の者を部下の長として、

それぞれ部下を指揮させ

ました。時には深夜不時

呼集のラッパが鳴り響

き、すぐに武装を整えて

校庭に整列し、そのまま

行軍して夜が明けて帰校

し、朝食もそこそこに授

業が始まるということも

度々あったそうです。命令には絶対服従で、厳格

な規律にもとづく、軍隊組織によって、三気質を

育成しようとしました。 

また、森文相は「秘密忠告法」も推奨しまし

た。これは、週単位で、一人又は複数の生徒を指

定して、その生徒の振る舞い等について他の同級

生が気づいたことを書面で忠告するもので、校長

はそれを月末に集めて、人物査定の資料としま

す。実際に森が 1888年 10月 22日から三日間秋

田に来て、師範学校を視察した折り行った訓示の

中で、この秘密忠告法を推奨しています。 

ただ、厳しすぎることへの生徒からの批判もあ

り、若干緩やかにはなります。寮の中でたばこを

吸ったり、隠れて酒を飲んだりなど、一定の違反

行為はよく行われていて、多めに見られていたよ

うです。それでも、自由というにはほど遠い生活

でしたし、戦争の色が濃くなると、また厳しさが

増していくことになりました。 

修学旅行は最初なくて、1890年に東京で博覧

会が開催された折、仙台まで武装で行軍し、仙台

から汽車に乗って行きます。奥羽線はまだ着工さ

れておらず、東北線も全通していない時代でし

た。1895年には京都で内国博覧会が開催された

折、徒歩で刈和野、横手、川尻に三泊して四日目

の夜に黒沢尻に着き、そこから汽車で向かいま

す。まさに「行軍旅行」でした。1900年には修

学旅行として、土崎港から船で金沢、大津を経

て、京都・奈良・伊勢を見学し、さらに東京・日

光を回って黒沢尻から徒歩で帰校しています。日

数はなんと約 1ヶ月かかっています。定期的なも

のとして、卒業年度の参観旅行があり、県下の小

学校教育の実際を視察するために、男鹿や鹿角、

時に酒田などまで徒歩ででかけて二泊、三泊して

います。 

制服は、男

子の場合、軍

服由来の今の

詰め襟学生服

が早くから取

り入れられま

した。それに

対し、女子の

場合、1880年の秋田女子師

範学校発足の際は洋服で、

1886年の秋田師範学校への

併設の際には和服になりま

す。和服は、筒袖の綿服に

袴を着ること、帯はメリン

ス又は木綿で、袴は木綿で

えび茶色か紫紺色であるこ

と、儀式の時は白襟木綿の

黒紋付き、髪は束髪でし

た。相当不人気だったよう

です。 

女子の制服は、女子体操

の必要から生まれたもので

す。強い兵士を作るには強

い母親が必要だという考え

から、女子も身体の鍛錬が

求められるようになります。その変化は、日清戦

争、日露戦争と、日本が海外で戦争を度々行うよ

うになった時代に対応したものでした。 

制服は 1929年にセーラー服となります。冬服

は紺で、夏服は白で、ネクタイは紺でした。1924

年制定の校章は、松

葉で「女」の形を取

り、桜の花の中に

「師」を配していま

す。桜花は日本精神

を、松は日本女性の

節操を象徴し、緑は

希望を意味するそう

です（白黒なのでわ

かりませんが、地や

線の色が緑なのでし

ょう）。制服、修学

旅行、運動会、学芸

会も森有礼が広めたものと言われています。 
＊学部百年史等から作成【文責：佐藤修司】  
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本学部同窓会「旭水会」創立１３０周年記念式典が開催 
 

 10月 27日土曜日 11時から、ビューホテルに

て旭水会創立 130周年の記念式典が開催されまし

た。150名を超える方々が参加されました。 

旭水会は、本学部の戦前の前身である師範学校

の同窓会として、1888年にまずは秋穂会（しゅ

うすいかい）として発足しました。秋の実りを学

校での学びの成果と重ね合わせて命名されたので

しょう。この秋穂会の発足から 130年が経過した

ことになります。それ以前の太平学校、そして伝

習学校は 1873年発足ですから、学部としては、

145年が経ったことになります。 

 この秋穂会は 1895年に旭水会となります。旭

水会の「旭水」は旭川の別名で、旭川のほとりに

学んだ者の集まりであることを表しています。旭

川の名前は、九代藩主佐竹義和の命で、菅江真澄

が太平山の旭岳（あさひだけ）にちなんで名付け

たものだそうですから、「旭水会」の名前には、

太平山からのぼる朝日の力強さと清新さが表現さ

れています。旭水会のマークにはそのことがよく

表れています。 

 また、秋田県立実業補習学校教員養成所、後の

秋田青年師範学校の同窓会として 1925年に発足

した暁鐘会が戦後、旭水会に統合されて現在に至

っています。「暁鐘」は人々に朝を告げるという

意味から転じて、人々の覚醒を促すという意味が

あります。同窓会の名称にも、先人の思いが詰ま

っているように感じます。 

 このような長い年月の中での多くの先人の様々

な苦労、努力、そして思いがあって初めて、私た

ちはこの 2018年という時点を生きていられるこ

とになります。その間には戦争もあり、東北地方

の冷害、飢饉、災害なども数々ありました。私た

ちは貴重なバトンを渡されているわけですから、

次世代にそのバトンを確実に渡していくことが求

められます。誕生日というと、何歳になったから

おめでたいということだけではなく、生んでくれ

た親や、育ててくれた、支えてくれたたくさんの

人に感謝する日でもあるべきです。誕生日と同じ

ように、130周年を迎え、これまでバトンをつな

いでくれた先人たちに深く感謝したいと思いま

す。 

考えてみると、誕生日のような情報は本人や家

族、友人などにとっては重要でも、その他の人に

は価値の低い、すぐに忘れられてしまうもので

す。そのような情報と、それを大事だと思える心

性を共有することが、帰属感、愛校心につながる

のかもしれません。   【文責：佐藤修司】  
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