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新任の先生方からのメッセージ 

＜地域社会コース＞ 

Wan Jiangyun（ワン ユンユン）講師 

初めまして。ワン ユンユ

ン と申します。専門は経済

学で、アメリカのマイアミ

にありますフロリダ国際大

学で博士号を取得し、一橋

大学、神戸大学で教えた後

この四月から秋田大学に赴

任してまいりました。よろ

しくお願いいたします。専

門は産業組織論というやた

ら堅苦しい分野で、主にゲ

ーム理論を応用して企業行動や寡占競争と法律の

関係を研究しています。（ゲーム理論といっても

コンピュータゲームではありません。）最近は移

民問題や多国籍企業にも研究範囲を広げています。

秋田大学ではミクロ経済学全般と計量経済学のク

ラスで皆さんとお会いすることになりそうです。

経済学は一般にはやたら数字ばかりを扱うつま

らない学問と思われがちですが、実は人間が社会

の中でどのように行動するかを科学的に研究する

学問です。私は経済学の本質を“みんなが社会の

常識と考えている事象を本当に本当なのか”を科

学的に問い詰める学問だと捉えています。例えば、

“山の木々や緑を守るために、紙をリサイクルし

よう“というのは社会の常識です。しかし、“リサ

イクルなどすれば山の緑を壊してしまう”という

のが正解です。（皆さんはなぜだかわかりますか？） 

このように社会には正しくない常識が山ほどあ

ります。数字を扱うにも注意が要ります。例えば、

アメリカでは最近数十年で貧富の差が拡大し貧困

層の人々は惨めな生活を強いられているというの

も、アメリカでも日本でも常識になっていますが、

実は、アメリカの貧困層は日本やヨーロッパでは

中流社会の上層に属します。しかも貧富の差は縮

小しているのです。（なぜだかわかりますか？）

別の例を挙げますと、“安全運転のためにシー

トベルトを着用”も世間の常識ですが、実はシー

トベルトを着用義務づけても、車を運転する人の

死亡率は変わらず、歩行者の死亡率が上昇したと

のデータが出ています。（さあ、なぜだかわかりま

すか？）

このように経済学は、古代ギリシャでソクラテ

スがソフィストの常識を問い詰めたように、現代

社会の常識に挑戦する学問です。その意味で経済

学は専門家だけではなく、逆に専門家に騙されな

いために、できるだけたくさんの人に正しく理解

してほしい学問です。これから秋田大学の学生の

皆さんとこのような色々な社会と経済と仕組みを

話し会えることを楽しみにしています

＜心理実践コース＞ 

Hou Yuejiang(ホウ ユエジャン)講師 

 今年 4月に着任いたしました Hou Yuejiang（侯

玥江）と申します。大学の教員として着任したの

は本学が初めてですので，不慣れゆえにご迷惑を

おかけすることもあるかもしれません。何卒ご指

導のほどよろしくお願いします。 

授業は「生涯発達心理学」や「心理学研究法演

習」を担当しております。「生涯発達心理学」は本

学部の多くの学生さんが受講することもあり，出

会いの春の訪れを実感する日々を過ごしておりま

す。学生さんにとっても，そして私にとっても慣

れないオンライン授業ですので，受講者の皆さん

の正直なご意見やご

感想をリアクション

ペーパーに書き込ん

でいただければ幸い

です。 

私の専門領域は発

達心理学で，特に小

学校から中学校に移

行する過程の学校適

応に注目していま

す。この時期は顕著

な不登校の増加時期

－1－



 

 

であることや，いわゆる「中 1 ギャップ」と呼ば

れる適応上の問題が指摘されるなど，多くの研究

者や実践者に注目されています。しかしこのよう

な臨床像に至る心理学的機序についてはまだまだ

不明確な点が多いのです。例えば，臨床像に質的

アプローチで迫った研究では小中移行期における

心理社会的状態の変化を“悲劇的に”記述する一

方で，適応に関する心理学的変数に注目した量的

アプローチを採用した研究では，小中移行前後に

おいて多くの適応関連変数がほとんど変化しない

ことが一貫して報告されています。つまり，小中

移行期における学校適応の個人差をどのように記

述できるか，その個人差がどのようなメカニズム

で生じているかについて，慎重に検討していく必

要があります。そこで私は個人差を数理的に表現

できる統計モデルを用いて多様な学校適応の変化

動態とそのメカニズムの検討を行っています。具

体的には，個人にネストされた時系列データの分

析から個人差を検討し，また混合分布モデルによ

って個人差をいくつかのパターンとして表現し，

その質的差異を明らかにする研究などに取り組ん

できました。 

これからの研究では，引き続き臨床的意義の大

きい小中移行期という時期を中心としながらも，

多くの発達段階で生じる様々な問題の解決に資す

る研究を行って参りたいと考えています。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

＜教職実践専攻＞ 

         櫻庭 直美（さくらば なおみ）准教授 

 今年は、いつになく桜の

開花が早い春でした。校地

内を歩くと、すっきりとし

た青空の下で花開く桜や、

学生の皆さんが楽しげに語

り合う姿などを目にし、自

分が大学に勤務し始めたこ

とを実感しております。 

 私は、県内の小・中学校と

県教育庁に、それぞれ十数

年ずつ勤務してまいりました。小・中学校の教員

だった頃には、多くの子どもたちと出会い、無我

夢中で関わりながら、その成長を支える喜びを味

わうことができました。また、県教育庁勤務の間

には、県内の学校等を訪ねる機会を与えられ、そ

れぞれの地域に根ざしている教育風土を肌で感じ

るとともに、子どもたちのための指導に力を注ぐ

多くの教職員の皆さんと出会うことができました。

このように過ごしてきた三十年余りの時間の中で

思うことは、月並みかもしれませんが、「教員とい

う仕事に就いてよかった」ということです。この

度、教員を目指す学生の皆さんや教員としての資

質能力に更に磨きをかけようとする大学院生の皆

さんに関わる機会をいただきましたので、教員の

仕事のやりがいや誇り、奥深さなどについて、実

務家教員の立場から、微力ながらお伝えすること

ができればと思っております。 

 大学の先生方、そして学生の皆さんとの一つ一

つの出会いを大切にし、季節感を楽しむ心の余裕

を持ちつつ、仕事に取り組んでまいりたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

林崎 勝（はやしざき まさる）特別教授 

４月１日より教職大学院

に籍を置き、院生との学び

を始めています。昨年度ま

での二年間は、主に教職自

主ゼミの企画・運営を担当

し、その前の二年間は特別

活動論の講義を担当してい

ました。公立小学校を定年

退職した後、久しぶりに母

校に通い、働く日々を送っ

ています。今までの様々な

節目に縁を感じながら今を過ごしています。 

  さて、今在る自分の分岐点・事になったと思う

ことを思いつくまま挙げます（大したことではあ

りませんがお許しください）。 

・その１；パン職人の息子として生まれ、30代前

半までパン屋の息子でした。大学時代は、朝いつ

も目を覚ますと家には私だけで両親は既に店に行

っていました。親の毎日は、決まったリズムを刻

む面白みのない日常だと思っていました（自分の

日常もまた同様なのにも関わらず…）。 

・その２；小学校の卒業式間近の柔道部の練習中

に悪ふざけをして中足骨折３本。痛みで畳上を転

げ回っている私に、仲間たちは「はや、そろそろ役

者止めろ」と。手術後の卒業式は自力歩行できず、

担任と顧問に担がれての入退場。卒業証書は校長

先生がステージから降壇して渡してくれました

（いやあ、ほんとにもう…）。 

・その３；大学時代に欠かさず観たテレビドラマ

「熱中時代」。水谷豊演じる北野広大先生に憧れ

ました。＜僕の先生はフィーバー、嵐を巻き起こ

す。どんなときだってくじけない男…＞。子ども

たちと触れ合う様子が素敵でした（教師になりた

いと強く思ったきっかけです）。 

・最後に；kiroroの「未来へ」。＜ほら足元を見

てごらん これがあなたの歩む道 ほら前を見て

ごらん あれがあなたの未来＞。乾杯の挨拶に代
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えてよく歌っていました（私の話すあいさつの言

葉よりも洗練された歌詞が人々の心を打つと感じ

て…）。 

  昨日と今日ではさほど変わらないのに、一年後

振り返ったときによい変化を感じられるよう、今

を一生懸命生きようと思います。 

 

 

小松 睦子（こまつ むつこ）特別教授 

 ４月から実務家教員と

してお世話になっており

ます。私は、秋田県内の

小・中学校と県総合教育

センターに勤務してきま

した。これまでの私の経

験を現在の業務にどう生

かすことができるのかと

考えたとき、各職務に関

わる経験は当然のことで、

現代的な教育課題の実践

研究を文科省や秋田県教委、全国・東北の研究諸

団体から委嘱された多くの研究指定校を渡り歩い

てきたことも特筆すべき経験であると思い、何ら

かの形でお伝えできるのではないかと考えており

ます。 

 へき地教育、学力向上フロンティアスクール、

小・中連携教育、中・高連携教育、インクルーシブ

教育システム構築モデルスクール、家庭科教育

等々。研究の過程で直面する厚い壁と徐々に高ま

る一体感、チーム○○学校として保護者や地域・

関係機関等と連携した大会運営の醍醐味を、教員

を目指している学生さんたちにも今後是非味わっ

ていただきたいと思っています。 

 

 ところで、私の趣味の一つにガーデニングがあ

ります。花やハーブのほか、ミカンやブルーベリ

ー、コーヒー豆などの果実種も育てています。中

でも、13年前に観葉植物として購入した当時わず

か 10cm のコーヒー豆の木が、現在は 2m 以上の大

木となり、我が家の居間を占拠しています。秋・冬

以外は玄関の外に移しますが、環境が合っている

らしく、昨年は過去最高の 990g の実を収穫しまし

た。 

 植物にも人間にも、成長のためのよりよい環境

作りが大切であると考え、これから１年間、秋大

生にとってのよい環境作りの一助になりたいと思

います。 

 

 

 
4/24グランド横の八重桜→ 

＜教職高度化センター＞ 

越中谷 俊悦（えっちゅうや しゅんえつ） 

客員教授 

４月から教職高度化セン

ターでお世話になっており

ます。３月末までは、秋田県

内の公立小・中学校で教員

をしておりました。３０数

年間の勤めを無事終えて、

今は少しホッとしています。 

 これまでを振り返ってみ

ますと大変多くの方々にお

世話になり、また、貴重なご

指導・ご指摘等をいただき、微力なりにも、精一杯

の教員人生を歩んでまいりました。 

  ３月末迄の私の個人目標は次のとおりでした。 

 
 

全ては、 

 

４月からは、  の箇所を「大学生のために」

「大学院生のために」に置き換えて頑張りたいと

思います。 

 教職高度化センターでの私の業務内容は、「教

育実習に係る事前事後指導を一層充実させるこ

と。」です。そのために、私は自ら授業で講義をし

たり、時にコーディネーターとして動き回ったり

する予定です。教育実習の事前指導として実施予

定の授業では、学生のみなさんへ次のような点な

どをぜひ伝えたいと考えています。 

１．教育実習は「社会人モード」で。 

２．教育実習に「臨む心構え①～④」を。 

３．授業づくり・授業実践にあたって「留意す

べきことⅰ～ⅳ」。 

これまでの教員経験も交えながら、学生のみな

さんの目線に立った分かりやすい授業を心がけた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

子どもたちのために、 

保護者のために、 

地域のために、 

そして教職員のために、 

自己研鑽

を怠らな

い。 
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今田 智範（こんだ とものり）客員教授 

 はじめまして。秋

田大学教育文化学部

附属教職高度化セン

ターに赴任しました

今田智範と申します。

公立学校の教員を定

年退職した後に、母

校の秋田大学で働く

ことができ光栄に思

っています。 

 私が在学していた

頃は、教職高度化センターは教育工学センターと

して、コンピュータやビデオカメラなど最新の教

育機器が備えられ、教育利用の在り方を積極的に

情報発信していました。私も、その当時の T･A の

ような仕事をいただき、テレビ局で使っているよ

うな大きくて重いビデオカメラを抱え、附属学校

の授業を撮影した思い出があります。キャンパス

内の建物は新しくなったり名前が変わったりして

いますが、約 40年前の名残は至る所にあり、それ

を見つけるのが私の楽しみの一つです。また、教

職自主ゼミを担当することになり、先日一回目の

ゼミを開催しました。トピックの内容を真剣に考

え、グループ協議で深め合っている学生の皆さん

の姿を見ることができるのもこれからの楽しみで

す。学生の皆さんの役に立つ教職自主ゼミになる

よう、私も頑張っていきたいと思います。 

 コロナ禍で、キャンパス内は静まりかえってい

ます。小学校の教員免許を取得するため夜遅くま

で響いていたピアノの音色も聞こえません。サー

クル活動でキャンパスのあちこちから聞こえてき

た元気な学生の声を聞くこともほとんどありませ

ん。しかし、Zoom で画面に映る学生の皆さんは、

学業に励み、友人や先生方など広く多くの人との

出会いを大切にしながら交流を深め見聞を広めて

います。一日も早くコロナウイルスの影響がなく

なり、平常の大学生活が送れますことを願ってい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

４月５日入学式を挙行 
 

  4 月 5 日に秋田大学入学式が行われました。

昨年度は新型コロナの感染拡大により、入学式は

もとより、新入生ガイダンス、在学生ガイダンス

も取りやめとなりましたが、今年度は、県立武道

館において 2 回に分けて実施し、入場は新入生の

みに限定されました。式典当日は新入生が利用で

きる無料バスを運行しました。 

【式次第】 

入学許可 

学長告辞 

 入学代表者宣誓 

 在学生代表歓迎のことば 等 

 式終了後，引き続き新入生オリエンテーション 

【第一部】10:30～（開場 9:30） 

 対象：教育文化学部，教育学研究科，医学部，医

学系研究科の新入生 

【第二部】14:00～（開場 13:00） 

 対象：国際資源学部，国際資源学研究科，理工学

部，理工学研究科の新入生 

 

3 月 24 日現在直近 1 週間の人口 10 万人あたり

の感染者数が 5 人以上の地域に滞在していた新入

生については、以下のような措置が取られました。 

①3月 22日（月）までに該当する地域から秋田へ

移動した新入生は 14日間の健康観察を行い、期間

中に体調不良等の症状が出なかった場合は入学式

へ参加可能。 

②3 月 23 日(火)から 3 月 30 日（火）の間に該当

する地域から秋田へ移動した新入生は 5 日間の自

宅待機による健康観察後に大学が指定する日時に

PCR 検査を受け、陰性を確認した上で入学式へ参

加可能。費用は無料。 

③3月 31日(水)以降に該当する地域から秋田へ移

動した新入生は入学式への参加不可。 

★直近 1週間の人口 10万人あたりの感染者数が 5

人以上の都道府県（3/24発表時点） 

＜該当する都道府県＞１６都道府県 

北海道，宮城県，山形県，福島県，茨城県，栃木県，

群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，新潟

県，長野県，大阪府，兵庫県，沖縄県 
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４月６日新入生ガイダンスの風景 
 

 
教育実践コース 

 

 

 
英語教育コース 

 

 

 
理数教育コース 

 

 

 
特別支援教育コース 

 
こども発達コース 

 

 
地域文化学科 

 

 
教育学研究科 

 

 

 
4/11：3号館中庭の桜 
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秋田大学：令和 2 年度学生表彰の表彰式を挙行 

 
秋田大学は 3月 23日、学術研究活動、課外活動、

社会活動等において顕著な業績を挙げたと認めら

れた学生及び学生団体を表彰する、学生表彰の表

彰式を挙行しました。 

 令和 2年度は学生表彰に 24個人が表彰され、学

生表彰被表彰者には本学の山本文雄学長から表彰

状と副賞が授与されました。 

 山本学長からは「世界的に猛威を振るっている

新型コロナウイルス感染症に関しては、まだまだ

予断を許さない状況が続いているが、こうして表

彰式を開催し、顕著な業績、成績を修められた皆

さんを称え、私が自ら表彰状を手渡すことができ

たことを、とても嬉しく思う。この受賞を契機に、

これからも充実した学生生活を送られ、これまで

以上の成果を目標にますますの活躍と飛躍を期待

している」との激励の言葉が贈られました。 

 
【全学 HPより転載】 

 

学生表彰を受けて 

教育実践コース 2年次 仁村真由香 

私は、第 24回秋田県青少年音楽コンクールにお

いて金賞、最優秀賞及びグランプリを受賞したこ

とから、秋田大学学生表彰表彰式の場で山本文雄

学長から奨励賞を頂くことができました。 

秋田県青少年音楽コンクールは、ピアノ・声楽・

管打楽器の 3 つの部門に分けて開催される音楽コ

ンクールです。今年は、新型コロナウイルス感染

拡大による影響で中止になる可能性もある中、私

はこのコンクールに向けて練習を重ねてきました。

学外の師事する先生とのレッスンはオンライン、

または２ｍ以上の距離をとった対面の形で、感染

防止対策を徹底して行いました。しかしこのよう

な形のレッスンでは、以前ほど充実した指導は受

けられず、ストレスを感じる場面も多くありまし

た。 

そんな中でも私が前向きな気持ちで音楽に向き

合うことができたのは、沢山の方々の支えがあっ

たからです。まず、大学でお世話になっている音

楽教育研究室の教授、先輩方、同学年の皆さんに

は、練習場所を確保していただいた他、暖かい応

援の言葉を頂きました。フルートの先生は、技術

や表現はもちろん、初めてのソロでのコンクール

への出場に不安を抱えていた私に、精神面でも多

くのサポートをしてくださいました。そして伴奏

の方には、学内のコンサートや授業での演奏もあ

り忙しい中、私の伴奏を引き受けていただきまし

た。一緒に音楽を追究できた時間はとても充実し

たものでした。支えてくださった皆さん、本当に

ありがとうございました。 

コロナ禍での学術研究は、目標に向かうまでに

多くの困難があり、辛いことも沢山ありました。

しかし、私は今回の経験を通して、授業形態や課

外活動の在り方は変わっても、人と関わる機会を

大切にし、精一杯努力することで新たな自分へと

成長することができるということを実感しました。

今後も探究心を忘れず、さらなる自分の成長を目

指していきます。 

 
『ジャパンライブエールプロジェクト 

in秋田 音楽の祭典』でのフルート演奏 

 

学生表彰を受けて 

教育実践コース 3年次 熊谷 魁 

この度，学生表彰にて優秀賞をいただきました。

表彰式には事情で出席することは叶いませんでし

たが，名誉ある賞をいただき光栄に思います。 

 表彰の内容といたしましては，昨年の 10月に広

島県で行われた U20 全国陸上競技大会において

110mH3位，走り幅跳びにおいて 6位に入賞した実

績が認められ，表彰していただきました。昨年は

新型コロナウイルスの影響で主要な大会から小さ

な記録会まで様々な大会が中止または延期，学校

での課外活動禁止などが重なり，かなり厳しい一

年となりました。特に，課外活動禁止期間では，練

習をしたくてもできない状況が続き，肉体的な衰

えとともに精神的不安も多く募りました。そのよ
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うな状況の中で入賞し，結果を収められた事を嬉

しく思います。同時に，多方面からの支援や支持・

応援に深く感謝申し上げます。また，自分の活動

を学校に評価していただけたこと，非常に嬉しく

思います。 

今年も厳しい状況が続く事が予想されます。現

に，県外移動の制限などにより出場できなかった

記録会や大会があります。そのため，今後も様々

な課題が生じてくる事でしょう。どのような状況

に陥っても，目標を見失わず日々精進していきた

いと思います。 

 

 

 

秋田大学：本学教育文化学部附属学校園における学長表彰式を開催 
 

秋田大学は 3月 30日、「令和 2年度秋田大学教

育文化学部附属学校園（幼稚園・小学校・中学校・

特別支援学校）における学長表彰」を行い、附属中

学校の生徒 2名を表彰しました。 

 この表彰は、同学校園の生徒等及び団体が、公

的機関等が実施する大会やコンクールにおいて、

優秀な成績を収めたり、社会活動の中で公的機関

等から顕著な活動が認められ表彰を受けた際など

に、各附属学校園の長が推薦し、学長が表彰する

ものです。 

 今回は、第 70回全国小・中学校作文コンクール

で読売新聞社賞などを受賞した生徒及び第 32 回

読書感想画コンクールで文部科学大臣賞を受賞し

た生徒が表彰されました。 

 表彰式には、本学の山本文雄学長のほか、教育

担当理事、教育文化学部長、附属中学校長も臨席

して執り行われ、被表彰者に表彰状と記念品が授

与されました。 

 山本学長からは「皆さんが勉強を頑張る傍ら、

自分の興味があることを追求し、今回の成果を出

したこと、またそれに至るまでの努力の過程とい

うものは、人生において非常に大きな意味を持つ

ものだと思う。この表彰によって、皆さんが更な

る高みを目指し、新たな世界を開くきっかけにな

れば嬉しく思う」と挨拶がありました。 

 

 
【全学 HPより転載】 

 

 

 

４月２４日スタージュ・スプリングキャンプ２０２１を開催 
 

4月 24日、キャリア委員会の主催で標記の取り

組みが、本学部 3号館で 9:00 から 16:30まで行わ

れ、学生 40 名ほど、教職員 20 名ほどの参加があ

りました。今夏の教員採用試験に向けて、自己Ｐ

Ｒや志願書、個人面接に関わる講義や演習が行わ

れました。 

この取り組みは、卒業後に教員として社会に貢

献しようと決意し、今夏実施の教員採用試験を受

験する学生・院生が教員採用試験に合格できるよ

うに、講義や演習などによって教員としての資質

や能力を高めることを目指すものです。近年の人

物重視に対応して、個人面接等を重点的に指導し、

合わせて、今一度教職への意欲を高め、動機を明

確にするためのワークショップを実施しました。 
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【研究紹介：令和元年度研究活動活性化のための研究補助成果報告】 

共生社会の実現に向けた社会的包摂の取り組みの実証的研究 
 

代表者：北島正人（地域社会・心理実践講座） 

分担者：山崎義光（教育実践講座）小池孝範・鈴木徹（こども発達・特別支援講座） 

 「共生社会」とは、「これまで必ずしも十分に社

会参加できるような環境になかった障害者等が、

積極的に参加・貢献していくことができる社会」

であり、また、「誰もが相互に人格と個性を尊重し

支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合え

る全員参加型の社会」です。また、「このような社

会を目指すことは、我が国において最も積極的に

取り組むべき重要な課題である」ともされていま

す（中央教育審議会初等中等教育分科会）。この

「共生社会」の理念は、2006（平成 18）年に「障

害者の権利に関する条約」が国連総会で採択され、

日本も翌 2007年に署名したことから、注目される

ようになったものです。 

しかし、「障害者」もさることながら、様々な理

由で「必ずしも十分に社会参加できるような環境」

にない人たちもいます。その理由は、経済的、社会

的、地域的、あるいは家庭的等々多岐にわたりま

す。こうした様々な理由から社会から「排除」され

てしまった人たち一人ひとりを社会の構成員とし

て取り込もうとする「社会的包摂」の視点が注目

されています。 

これまでの地域や社会、また職場等でのつなが

りが希薄化していく中で私たちは誰でも日常的に

「社会的排除」のリスクや不安に直面していると

もいえます。特に自然災害やコロナ禍のような状

況は、社会的排除のリスクを高めてしまいます。 

もちろん、これまでも「社会的排除」に陥らない

ように、様々な取り組みがなされてきましたし、

研究もなされてきました。「共生社会」の実現にむ

けては、これまでの取り組みをふまえつつ、それ

ぞれが連携し、より広く、よりきめ細かい対応が

必要だと考えます。 

そこで、本研究では、広い意味での「社会的包

摂」にかかわる研究を進めてきた研究者――「再

犯防止教育」（北島）、「障害者支援」（鈴木）、

「ひきこもり等支援」（小池）、「文学における周

辺人」（山﨑）――が、それぞれの知見を持ち寄り、

多角的な視点から共生社会の実現に向けて検討す

ることを目的としました。各メンバーがこれまで

取り組んで来た研究分野や目的・手法が異なるた

め、まずは共同連携のための協議を行いました。

そのうえで、秋田県で「心といのちを考える会」な

どを通して自殺予防に実践的に取り組んでいる袴

田俊英氏を講師としてお招きし、お話をうかがい

ました。また、袴田氏が主宰する、コーヒーサロン

「よってたもれ」及び社会的包摂に先進的に取り

組んでいる藤里町社会福祉協議会への訪問研修を

企画していました。しかし、新型コロナウイルス

の感染拡大に伴い、訪問は中止せざるを得なくな

りました。 

さらに、2020年に秋田大学を会場として開催予

定であった日本仏教学会において袴田氏による基

調講演、その後、今回の共同研究者を登壇者とし

て、社会的包摂をテーマとするシンポジウムを行

う予定でしたが、学会が研究発表のみに規模を縮

小してのオンライン開催となったことから、残念

ながらこちらも断念せざるを得ませんでした。 

そこで、これまでの研究会や協議での蓄積をも

とに、突発したコロナ禍における「放課後等デイ

サービス事業所」の情況について、新型コロナウ

イルス感染症対策に関するアンケート調査を実施

しました。感染症対策の現状を把握した上で、放

課後等デイサービス事業所における感染症対策の

在り方について考察し、この成果を学術誌に投稿

しました。 

 本プロジェクトは具体的な研究活動を通じて、

学内教員が共同研究する基礎作りをサポートして

くださる事業と考えます。今後は、これらの活動

成果、多分野専門家の協働を通じて、社会的包摂

に関する研究をさらに深め、複数領域を融合した

知見の創出と外部資金の獲得、社会活動における

実践へとつなげていくことができればと考えてお

ります。 
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令和２年度 FD・SD フォーラム報告 
 

ＦＤ推進委員長 臼木智昭 

令和 3年 3月 19日（金）14 時 30分から、令和

2年度 FD・SD フォーラム「コロナ禍における教育

文化学部の学びの実態と課題」を開催いたしまし

た。 

＜プログラム＞ 

14:30 開会あいさつ    学部長 佐藤修司 

14:35 趣旨説明  ＦＤ推進委員長 臼木智昭 

14:40 報告「コロナ禍における教育文化学部の学

びの実態と課題」      司会：臼木智昭 

教育文化学部の取り組み 

教務学生委員会委員長 林 正彦 

遠隔授業サポートチームの取り組み 

サポートチーム統括 林信太郎 

学校教育課程の取り組み 

教育実践コース初年次ゼミ担当 加納隆徳 

地域文化学科の取り組み 

学科主任 和泉 浩 

15:45 質疑 

16:00 閉会 

学期末の忙しい時期であり、また初めての zoom

ミーティングによるリモートでの開催にもかかわ

らず、95 名もの教職員にご参加いただきました。 

令和 2 年度は年度当初に新型コロナウイルスの

急速な感染拡大を受け、全国に緊急事態宣言が発

令されるなか、授業の実施や学生のケアなど、教

員各位におかれては苦労が絶えない状況が続きま

した。 

しかし、一方では、秋田大学第３期中期目標・中

期計画（平成 28年度～令和 3年度）には「学士課

程の教育カリキュラムの充実」の推進を設定し、

「アンケートや就職率の統計データ等から明らか

になった実態・原因を基に立てた改善策を実施す

る」こととされています。 

そこで、今年度の学部、課程・学科の取り組みを

改めて振り返りながら、学生の学習、ケア、就職等

の情報を共有し、コロナ禍での教育文化学部での

学びについて考えることを目的として、本フォー

ラムを企画しました。 

当日は、佐藤学部長の開会の挨拶、趣旨説明に

続いて、教務学生委員会委員長の林正彦先生から、

学部全体の取り組みの振り返りと、今後に向けた

課題をご報告いただきました。 

さらに、続いて、「遠隔授業サポートチームの取

り組み」ついて総括の林信太郎先生から、「学校教

育課程の取り組みの状況」について加納隆徳先生

から、「地域文化学科の取り組み」について学科主

任の和泉浩先生から、それぞれご報告いただきま

した。 

限られた時間の中ではありましたが、先生方の

要を得た発表により、所期の目的に適った充実し

たフォーラムになりました。 

特に、学校教育課程のご報告では、コロナ禍に

おける学生のモチベーションの低下を改善するた

めの授業の工夫について、初年次ゼミを中心に具

体的な取り組みが紹介されました。また、地域文

化学科のご報告では、学生に対するアンケートを

もとに、学生のニーズや不満を把握した上で、今

後の課題を指摘してくださいました。 

終了後のアンケートによれば、ほとんどの参加

者から「フォーラムの内容は参考になった」との

回答があり、課程・学科を越えた振り返りにより、

新たな気づきや今後の改善に向けたヒントを提供

できたと思います。 

今後とも、次年度以降の教育の一層の充実に資

することができるよう、卒業生アンケートの結果

等もふまえながら、さらに検討を進めてまいりた

いと存じます。 
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新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 
 

＊一部不明・不正確な箇所があります 

【全国】 

3/31：宮城県の新規感染者数が 200 人となり、青

森県は 81人となった。 

 2/17に開始した国内のワクチン接種が 1回目と

2回目を合計して 100万回を超える。3/18に 50

万回を超えていた。 

4/3：秋田県の新規感染者数が 13 人となり、累計

で 300人を超えて 301人となる。 

 全国の重症者数が 400人を超えて 408人となる。

3/23の 320人が底。 

4/5：仙台市、大阪市、神戸市、西宮市、尼崎市、

芦屋市に対して新型コロナウイルス特別措置法

に基づく「まん延防止等重点措置」の初適用。

5/5までの一ヶ月間。 

4/6：大阪府で新規感染者数が 700人を超えて 719

人となる。4/7 には 878 人、4/8 には 905 人、

4/13 には 1099 人、4/14 には 1130 人、4/15 に

は 1208人となる。 

4/7：全国の新規感染者数が再び 3000 人を超えて

3451人となる。 

 東京都で新規感染者数が 2/7 以来再び 500 人を

超えて 555人となる。3/8の 116人が最低。 

4/9：国内のワクチン接種が 1 回目と 2回目を合計

して 150万回を超える。 

4/10：全国の重症者数が 500 人を超えて 511 人と

なる。 

4/12：東京都の 23区と武蔵野、立川、八王子、町

田、調布、府中の各市に対して 5/11まで、京都

市と沖縄県の那覇、宜野湾、浦添、名護、糸満、

沖縄、豊見城、うるま、南城の各市に対して 5/5

まで「まん延防止等重点措置」を適用。 

2/17から医療従事者への優先接種が行われてい

たが 4/12から「高齢者への優先接種」開始。今

年度中に 65歳以上になる人。 

国内のワクチン接種で 2 回目接種が累計 50 万

回を超える。 

4/14：全国の新規感染者数が再び 4000人を超えて

4312人となる。全国の重症者数が 600人を超え

て 608人となる。 

4/15：東京都で新規感染者数が 700人を超えて 729

人となる。 

4/16：秋田県の累計感染者数が 350 人を超えて、

356人となる。 

4/17：全国の重症者数が 700 人を超えて 702 人と

なる。 

4/19：国内のワクチン接種が 1 回目と 2 回目を合

計して 200万回を超える。 

4/20：神奈川県の横浜、川崎、相模原、埼玉県のさ

いたま、川口、千葉県の市川、浦安、船橋、松戸、

柏、愛知県の名古屋の各市に対して 5/11 まで

「まん延防止等重点措置」を適用。 

4/21：全国の新規感染者数が再び 5000人を超えて

5291人となり、東京都は 800 人を超えて 843人

となる。 

4/22：全国の重症者数が 800 人を超えて 805 人と

なる。 

4/23：秋田県の累計感染者数が 400 人を超えて、

402人となる。 

4/25：東京都、大阪府、京都府、兵庫県に緊急事態

宣言適用。5/11まで。愛媛県の松山市に「まん

延防止等重点措置」の適用。5/11まで。 

4/26：全国の累計死者数が 1 万人を超えて 1012人

となる。国内のワクチン接種が 1 回目と 2 回目

を合計して 300万回を超える。 

4/27：全国の重症者数が 900 人を超えて 916 人と

なる。 

4/28：東京都の新規感染者数が 900人を超えて 925

人となる。神奈川、埼玉、千葉の３県は「まん延

防止等重点措置」の対象地域を拡大。 

4/29：東京都の新規感染者数が 1000 人を超えて

1027 人となり、秋田県は昨年 8/7 の 14 人を超

え、22人で最高を記録。秋田県の累計感染者数

が 450人を超えて 452人となる。 

【秋田大学】 

4/2：在学生ガイダンスを対面で実施。 

4/5：入学式を県立武道館において 2回に分けて実

施。新入生のみが入場。直近 1週間の人口 10万

人あたりの感染者数が 5 人以上の都道府県から

3/22までに秋田に移動した新入生は，14日間の

健康観察で体調不良等の症状が出なかった場合

は参加可能。3/23 から 3/30 に該当地域から秋

田に移動した新入生は 5 日間の自宅待機、健康

観察後に PCR 検査（無料）を受け陰性の場合参
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加可能。3/31以降に該当地域から秋田に移動し

た新入生は参加不可。 

4/6：新入生ガイダンスを対面で実施。 

4/7：授業開始。初年次ゼミ、大学英語Ⅰなど、受

講者数が確定している科目以外は、２週間（4/7

～4/20）は遠隔授業により実施。 

4/12：感染拡大を受けて、授業実施の座席間隔を

１ｍ→２ｍに変更。 

4/13：学生のすべての県外移動は自粛。真に必要

な場合は 1 週間前までに部局長の許可制。帰県

後 14日間は自宅待機。県外からの訪問者との学

内での面談も自粛。真にやむをえない場合は 1

週間前までに部局長の許可制。学が合いでの面

談も極力控える。歓迎会等の催しは自粛。それ

以外の会食等も 4 名以下、可能な限り短時間、

大声での会話を控える等、感染防止に努めるこ

と。課外活動等での新入生勧誘等での集団にな

りやすい行為、感染リスクが高まる行為を慎む

よう要請 

 教職員のすべての県外移動は自粛。真にやむを

得ない場合は 1 週間前までに部局長の届出制。

帰県後 2 週間は自宅待機。県外からの訪問者と

の学内での面談は自粛。真にやむを得ない場合

は事前までに部局長の許可制。会食等は従前通

り。イベント・行事・会議は原則リモート開催。

真にやむを得ない場合、部局長の許可を得て参

加者間の距離を最低 2m確保。 

【学部・研究科】 

4/24：スプリングキャンプ開催。1泊 2日の宿泊方

式を取りやめ、大学で一日のみ実施。 

【附属学校園】 

4/7：附属小学校・附属中学校入学式 

4/8：附属特別支援学校入学式 

4/9：附属幼稚園入園式 

 
4/12：千秋公園から眺める太平山 

＊秋田市の桜の開花宣言。4/8には満開、昨年より 8日、

例年より 15日早く、史上最速。 

 

TOEIC-IP 受験について 
 

国際交流委員会 

 教育文化学部では、学生のみなさんがグローバ

ル化に対応できる能力をいっそう伸ばせるように、

TOEIC-IP テストの受験を強く推奨し、必要な支援

策の整備をすすめていくことになりました。 

英語の能力を高めることは、就職活動でアピー

ルできる能力となるだけではなく、世界の情報を

集めこれからの社会のあり方を自分で考えていく

上でも特に必要とされるものです。また、人口減

少社会の中で、企業にとっても、自治体にとって

も国際化は喫緊の課題で、英語力のある人材が強

く求められています。小学校での外国語活動、英

語の導入、教員採用試験での英語面接の実施を考

えれば、教師を目指す上でも英語の能力は必須で

す。長期、短期にかかわらず、留学（オンラインも

含む）にも挑戦して下さい。 

そのためにも、できるだけすべてのみなさんが

受験することを期待しています。なお、TOEIC-IP 

テストに関しては、みなさんの受験上の負担をで

きるだけ軽減するため、現在、以下の支援策を検

討中です。 

・テストは本学で開催する 

・受験料 1 回分は学部で全額補助をする 

・受験のための学習支援を行う 

具体的に支援策が決まりましたら、a-net など

で連絡をしますので、以後の連絡に注意をしてい

てください。 

以上、よろしくお願いします。 

文責：国際交流委員長 長谷川章 

問い合わせ先：総合学務課教育文化担当 

【TOEIC IP テストとは】 

・TOEIC IP テストは団体で受験ができる TOEIC 

試験で、大学などが団体単位で申し込み、その大

学などが試験会場になります。公式認定証は発行

されず、TOEIC スコアを簡易的に記したスコアレ

ポートが発行されます。 

・TOEIC IP テストと違って、TOEIC 公開テストは、

個人で受験をします。申し込みを自分で行い、指

定された会場に自分で向かいます。TOEIC 公開テ

ストでは公式認定証が発行されます。本格的に就

職や留学に TOEIC スコアを使いたい人は、さらに

学習を積んで、公開テストを受験しましょう。 
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２０２１年度事務部・技術部等（本学部・研究科関係）の体制 
【5月 1日現在】 

事務長               高橋尚之 

総務担当 

総括主査             川辺朋矢 

主  査             豊嶋彩子 

主  任            櫻田沙弥佳 

事務職員             鎌田夏帆 

事務系スタッフ          太田 葵 

〃             佐々木紹子 

〃             辻内こずえ 

〃              鈴木蘭子 

〃             高山美千世 

〃              茂木蓉子 

〃             朝倉由美子 

〃（臨床心理相談室）     成田明子 

会計担当 

主  査            佐々木浩光 

主  任             高橋大樹 

事務系スタッフ          長尾徳子 

 

附属学校園 

事務室長             榎 清幸 

 

総合学務課（教育文化担当） 

主  査            長谷川寛子 

主  任             杉澤 明 

事務職員             佐藤麻衣 

〃              仁野綾子 

〃              森 祐美 

事務系スタッフ          今野景子 

 

入試課（教育文化担当） 

総括主査             進藤 均 

事務系スタッフ         佐藤麻衣子 

 

学生支援・就職課 

事務職員            本多壮一郎 

事務系スタッフ（就職情報室）   三鍋治世 

〃              斎藤美翔 

 
 

技術部 

総括技術長            成田堅悦 

技 術 長            毛利春治 

   〃              小林 到 

技術専門職員           若杉 圭 

   〃              山下清次 

技術職員             綿谷健佑 

 

 

発行 秋田大学教育文化学部／教育学研究科 

〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町１－１  TEL 018-889-2509 FAX 018-833-3049 

教育文化学部・教育学研究科ＨＰ http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/ 

学部研究科通信「みなおと」バックナンバー⇒http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/gu_magazin.html 

教職大学院通信「暁鐘の音（かねのね）」⇒http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/graduate/graduate_magazin.html 

＊誌名「みなおと」の由来である秋田県女子師範学校校歌（1910年制作）を聴くことができます。 

http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/gu_symbol.html をご覧下さい。 
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