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教育文化学部の就職支援について 

 
キャリア委員会委員長 篠原 秀一 

 秋田大学教育文化学部キャリア委員会は、学部

独自の就職情報室と大学本部学生支援・就職課と

連携し、教員が構成するキャリア委員会と事務方

で学生の就職を支援します。このキャリア委員会

は、支援の実働的には教職・公務員・企業の３部門

に分かれ、基本的には在学生全員を対象とし、重

点的には３年生からの就職活動学生を支援します。

特に、学部就職情報室の役割は大きく、常駐の事

務系スタッフ２名が随時訪ねて来る学生の就職相

談に対応します。この就職情報室こそ、学部就職

支援の要となる拠点で、就職志望学生相談の場で

あり、登録学生への就職情報・支援情報がメイル

で適宜発信される場です。 

 昨年から今年にかけては、学生たちの就職活動

も私たちの就職支援も、「新型コロナウィルス感染

拡大防止」の影響で、就職試験も就職支援研修会

なども多くが遠隔式会合です。この１年は就職に

意欲的な学生たちも、例年よりもはるかに多くの

メイル等を各所より受け取るせいか、折角の「キ

ャリアガイダンス」や「先輩と語る会」などのお知

らせを見逃すことが多いようで、時にその参加者

が例年よりも少なくなりました。今後は「新型コ

ロナウィルス感染拡大防止」に気をつけ、できる

限りの就職支援機会の確保とその広報に努めます。 

 教職部門では、学校教育課程の教員志望学生を

主対象とし、正課学習を補助するかたちで就職支

援します。今年度の「スタージュ」「教職自主ゼミ」

は遠隔式で随時開催され、昨年の４年生春対象「ス

プリングキャンプ」が残念ながら中止でしたが、

３年生秋対象「オータムキャンプ」は学内にて対

面式２日間日帰りで、同様に今春の「スプリング

キャンプ」も対面式日帰りで実施しました。今秋

の「オータムキャンプ」も実現させたいと思いま

す。「オータムキャンプ」は合格した４年生の助言

を活かし、３年生が教員採用試験準備を基本から

本格化させる契機であり、「スプリングキャンプ」

は現場経験の豊富な実務家教員達の見識と助言も

活用し、３か月ほどに迫った教員採用試験対策を

個々に練られる機会です。 

 公務員部門では、地方自治体や各省庁の就職説

明会・インターンシップについて、随時頻繁に詳

細な情報を提供するほか、部門教員が面接試験対

策を希望者に個別に対応します。と同時に、就職

説明会等への参加を奨めます。公務員の仕事は従

来以上に幅広く、必要能力も企業で働く人たちに

近くなる傾向はさらに加速しています。したがっ

て、公務員試験自体も従来型「公務員」知識だけを

問うのではない、まるで企業採用試験も増えてい

ます。 

 企業部門では、秋に主として３年生を対象とす

る「就活スタート講座」を開くほか、３月初めには

全学共通「秋田大学ジョブ・フェアー」を後援しま

す。普段は、各学生の就職活動に合わせ、エントリ

ーシートの相談・添削、面接試験対策を個別に部

門教員が中心に対応します。企業就職についても、

随時募集される就職体験の場、企業説明会の場を

少しでも活かし、その働く場・企業に関する直接

的情報を集めるべきです。「小粒でもピリリ」企業

は秋田県内も含めてあちこちに隠れています。企

業就職の活動は、今後も従来以上にスケジュール

前倒しが予想されます。インターンシップの積極

参加学生ほど、就職活動が順調傾向ですから、就

職活動前の学生さんも十分に情報を集め、本番に

備えてください。 

 昨年度卒業生の就職率は県外就職希望者を除け

ば、例年とあまり変わりませんでした。ただし、残

念なことに、県外企業就職志望者は苦戦しました。

私たちも、就職未定学生たちや不測の状況にもで

きる限り支援し続けます。特に現３年次学生が、

そして 2 年次学生にも、より積極的に学部主催就

職説明会などに出席してもらえるように、学部就

職情報室を頼りにしてもらえるように、在学生に

は適宜、質の高い最新情報と助言と支援機会を提

供すべく、工夫を重ねていきます。 

 ぜひ、学部就職情報室を積極的に活用し、安心

して就職活動に取り組んでください。 
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就職情報室の新人挨拶と来室お誘い 

学生の皆さん初めまして。6 月 21 日より就職情

報室で学生支援を担当致しています松渕です。ま

だ、緊張していますが、皆さんのお話を聞くのを

楽しみにしています。 

 今は、新型コロナウィルスの影響で友達に会え

なかったり、学習や就職活動が思うようにいかな

かったりする人もいると思いますが、一緒に頑張

りましょう！ 

 就職情報室では教員、公務員、企業の求人をは

じめ就職ガイダンスなど、様々な情報を扱ってい

ます。過去問もたくさんあります。面接練習や添

削も可能です。学生の皆さんに、気持ちよく使っ

ていただきたいと思っています。 

 今、就職に向けコツコツと頑張っている方も、

これから始める方も、まだ何も方向性が定まって

いない方も、できる限りの支援をさせていただき

ますので、ぜひ一度、就職情報室にお立ち寄りく

ださい。 

            （就職情報室 松渕） 

 
＜就職情報室のスタッフ＞ 

左から専属スタッフの三鍋治世（みなべはるよ）さん、松渕優蘭（まつぶちうらん）さん、 

学生支援就職課随時スタッフの本多壮一郎（ほんだそういちろう）さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生の就職体験談 

 
人とのつながりを大切に 

秋田市立日新小学校 

加藤 悠芽（かとう ゆめ） 

学校教育課程／理数教育コース 

令和元年度卒業 

教員として働き始めて 1 年が経ちました。学生

のときとはまるで異なる環境での生活に初めは戸

惑っていましたが、職場の先生方やにぎやかな子

どもたちのおかげで毎日忙しくも充実した日々を

送っています。 

私は教員採用試験に向けて、まず就職情報室に

行きました。豊富な資料をもとに今自分が取り組

むべきことを知り、試験に向けてのスタートを切

ることができました。試験勉強中も何度も通い、

職員の方には相

談に乗っていた

だいたこともあ

ります。いつも温

かくサポートし

てくださったこ

とに感謝してい

ます。振り返る
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と、長い試験期間を乗り越えることができたのは、

同じ目標をもつ周囲の友人の存在が大きかったと

思います。一緒に勉強や面接練習をしたり、情報

交換をしたりしながら互いに励まし合えたことが

一番の心の支えとなりました。 

就職活動に向かう中で、これでよいのかと悩ん

だり立ち止まったりすることもあるかと思います。

そんなときは一人で抱え込まず、周りの人に頼っ

てください。あなたを支えてくれる家族や友人、

大学の先生がいます。人とのつながりを大切にし

ながら、いろいろなことに挑戦してみてください。

皆さんの大学生活がよりよいものとなることを願

っています。 

 

 

全ての経験を自分の言葉に 

秋田市役所 

細田 さりな（ほそだ さりな） 

地域文化学科／地域社会コース 

令和元年度卒業 

周りが就職活動をしている時期、私は就職活動

をしているという実感はあまりなく、受験に近い

感覚で、人生で 1 番勉強をしていました。公務員

はとにかく、筆記試験を通らなければ自己アピー

ルの機会がもらえなかったので、その機会を多く

得るために、一つでも多くの筆記試験に合格する

必要があったからです。筆記試験に合格してから、

本格的にその職種ごとに求められそうな能力を分

析し、自分の強みとうまく絡めて面接試験に臨み

ました。そして今、縁あって秋田市役所で働いて

います。 

いろいろな職種があるなかで、特に地方公務員

には、人の話や、長い文章を理解する力、それをわ

かりやすく説明する力が必要だなと、日々感じて

います。普段からいろいろな年代の人と会話をし

て、自分なりの表現や言葉を増やしていけると、

とても役立つと思います。 

就職活動中も働き出してからも、不安や憂鬱は

ありますが、いつも少し、心に余裕を持つよう心

がけています。皆さんも、忙しいとは思いますが、

メリハリのある生活で、好きなことに夢中になれ

る時間も大切にした

らよいかと思います。

楽しむときは思いっ

きり楽しめて、それ

をしっかり自分の経

験として言葉にでき

る、そんな素敵な大

学生活を送れるよう

願っています。 

 

 

就職活動を振り返って 

株式会社北都銀行  

中津川 一真（なかつがわ かずま） 

地域文化学科／人間文化コース 

令和元年度卒業 

就職活動を始める前の大学生活では、自分がな

にをしたいか どんな仕事をしたいか等、将来のこ

とを漠然とも考えていませんでした。 

大学 3 年生の夏頃からのインターンシップや説

明会の中で、自分は金融機関に入って中小企業の

支援を行いたいと具体的に考えるようになりまし

た。そして縁があり、今の会社に勤めさせていた

だいています。就職活動は嫌なものとイメージを

持っている学生が多くいると思いますし、私自身

もそうでした。しかし今一度省みると、就職活動

では自分のやりたいことや将来について今までで

一番向き合う事が出来た貴重な時間だったと思い

ます。 

就職活動は誰にやらされる訳でも無く、自分自

身で行わなければいけないものだからこそ、みな

さんが有意義な時間として過ごせるように応援し

ています。大学生

活は様々なこと

に一番挑戦でき

る時間だと思い

ます。どんなこと

でもやってみて、

自分の糧として

充実した学生生

活が送れるよう

祈っています。 

 
【2022年版学部パンフレットより転載】 
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学校教育課程教育実践コースでの学び 
 

教育実践コース 3年次 古谷 周 

教育実践コースは小学校教員の養成を主としな

がら、中学校・高校の教員を目指すことも可能で、

教職に関する基礎的な知識と授業実践力を身に付

けることができます。 

一年次では教育経営についてや人間形成につい

て学ぶ基礎教育科目と、各教科の初等教育学を中

心に履修することになります。教育実践コースは

これらの講義を希望する校種・専門教科を問わず、

全員が同じ教室で学ぶという特色があります。協

議の中で自分とは異なる教科を専門とする人の意

見を聞き、様々な視点から考えを深めたり、模擬

授業ではそれぞれ専門教科の特色が現れた授業デ

ザインの提案がされたりと、多くの学び合いの場

面が見られます。二年次からは自分が専門とする

教科の研究室に所属します。同じ教科を専門とす

る同輩・先輩方と共に、中等教科専門科目と中等

教科教育学を学びます。これらの講義では教科に

ついての知識を身に付けることだけではなく、専

門教科の教材研究と模擬授業による授業実践力の

向上も目的に設定されています。学生同士で協議

をし教材研究・指導案作成をした後、模擬授業に

臨みます。生徒役として参加していた人から忌憚

ない意見を貰い、互いに高め合いながら、実践知

を身に付けています。 

講義で培った実践力を教育実習で活かすことが

できる点も教育実践コースの魅力の一つです。二

年次から教育実習に行き、実際の教育現場で教員

と児童の様子を観察できるほか、児童を相手に授

業を実施する機会もあります。昨年度は感染対策

の観点から観察実習のみとなってしまいましたが、

附属小学校で授業中の児童の反応を見たり、指導

教員の先生から現場に則した指導案と模擬授業の

助言を頂いたりと、より深い学びを得ることがで

きました。 

このように教育実践コースは教員養成の上で有

意義なカリキュラムがいくつも設定されています。

教職を志す人にとって充実した活動ができる環境

と言えるのではないでしょうか。 

 

教育実践コース 3年次 勝田雪絵 

皆さんこんにちは。教育実践コース 3 年次の勝

田雪絵です。今回は皆さんに、教育実践コースの

特徴や魅力を紹介していきたいと思います。 

教育実践コースでは、小学校教諭の他に、中学

校教諭、高等学校教諭の免許も取得することがで

きます。1 年次では主に初等科目について学習し、

2 年次に専門教科を最終決定して、それぞれ専門

的な学習に取り組みます。私が専門とする音楽を

例に挙げると、ピアノや声楽といった実技的な講

義だけでなく、音楽史や和声学といった専門的な

講義も受けています。専門分野を深く学習できる

という点は、教育実践コースの魅力の 1 つだと感

じます。 

また、教育実践コースの特徴として、実践的カ

リキュラムが充実している、という点が挙げられ

ます。基本的に 2 年次で附属小学校、3 年次では

公立小学校、4 年次には附属中学校でそれぞれ実

習を行います。2 年次から「教師」という職業を

肌で感じることができ、意欲向上にも繋がります。

1 年次では教職入門という講義で、現役の教師の

方々からの貴重な講義を受けることができます。

他にも、教育実地研究や教育福祉実習を通じて、

より確かな実践力を養うことが出来ます。教育実

習とはまた違った視点からの学びは、とても貴重

なものでした。 

教育実践コースでは主に 2 年次から研究室に所

属し、同じ分野を専門とする仲間と共に学生生活

を送ることになります。私が所属する音楽研究室

では、通常であれば 1 年を通して色々なコンサー
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トを開催していましたが、昨年度はコロナウイル

スの影響で殆ど中止せざるを得ない状況でした。

音楽教育研究室に所属する学生は、それぞれ専攻

する楽器等があり、主にその専攻の練習成果を披

露する場としてコンサートを開催していました。

教員を目指す身ではありますが、その中でも「演

奏者」としての姿勢は忘れないよう、学習のみな

らず実技の専門性も高めています。 

後半は所属研究室の紹介になってしまいました

が、教育実践コースの特徴や魅力を挙げさせてい

ただきました。興味を持っていただけたら幸いで

す。 

 

 

附属幼稚園・小学校・中学校の公開研を実施 

附属中学校公開研究協議会を 6 月 4 日に、附属小学校公開研究協議会を 6 月 18 日、附属幼稚園オ

ンライン保育研究会を 6月 26日に Zoomで実施しました。例年は対面で行っているもので、昨年この

時期の公開は中心となりましたが、今年度はオンラインでの実施となりました。遠方からの参加もあ

って、オンラインならではの利点もありました。 

 

附属小・中学校の公開研究会に参加して 

カリキュラム授業開発コース 

3年次 本田和也 

秋田大学の教育文化学部・教育学研究科では、

多くの実践や経験を積む機会に恵まれています。

その一つが附属小学校や附属中学校で行われてい

る、公開研究会への参加です。例年では、実際に

学校へ訪問し、授業を見学した後に研究会が行わ

れます。しかし、今年度は新型コロナウイルスの

蔓延もあり、オンラインでの開催となりました。

この記事ではオンラインでの公開研究会の概要と

良かった点、今後に期待したい点を記載します。 

まず公開研究会の概要です。附属小と附属中で

は、同じオンライン開催でも少々形式が異なりま

した。附属小では事前に撮影した授業を編集し配

信をする形式、附属中ではリアルタイムで行われ

ている授業を配信する形式でした。附属小の録画

配信では、伝えたい部分を編集でピックアップさ

れていたため、授業の主張したい部分を余すこと

なく見ることが出来た一方で、合間の間の取り方

が見えづらい部分もありました。附属中のリアル

タイム配信では、グループワークの時間は声が重

なり、聞き取りづらい場面もありましたが、現場

で見ている授業とほぼ同レベルの雰囲気を感じ取

ることができました。このようにそれぞれ一長一

短がありましたが、どちらも児童生徒の反応から

普段の学級経営が上手くいっている点は十分に伺

えました。 

当日の参加者は秋田県だけでなく、埼玉や愛知

など他県からの参加も多くありました。これはオ

ンライン開催での 1番のメリットだと思います。

距離を気にせず質の高い授業を見学し、検討し合

えるようになったのは、ある意味『コロナのおか

げ』かも知れません。また、見たい授業のみを見

学することが出来たのもよかったです。これまで

の公開研究会では良くも悪くも丸一日の参加が基

本であったため、拘束時間をネックに感じる部分

がありました。しかし、今回は見たい授業の時間

に参加をし、他に予定がある時は退出をすること

ができる、令和にあった時間の使い方が可能にな

りました。主催者の意図しているところではない

かもしれませんが、今後とも継続してほしいとこ

ろです。 

最後に今後に期待したい点です。今回の公開研

究会で唯一残念に感じたのは、授業後に行われた

研究会の活気が低くなってしまっていることです。

参加者としてオンラインの活用は、参加はしやす

くなったものの、どこか受け身になってしまう部

分があります。そのためテンポが悪くなり、内容

濃く深い話し合いが出来にくくなっているように

感じました。テンポよく話し合いができる工夫を

今後に期待したいです。 

そして私自身、来年度から秋田の教職の道に進

みます。所属する学校でも今回のような会が催さ

れるかも知れません。そのときには、自分を含め

参加者がより主体的に参加できるような工夫を考

えていきたいです。 

←附小公開研講演会 
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【附属小学校公開研究協議会】 

 
 

【附属幼稚園オンライン保育研究会】 【附属中学校公開研究協議会】 
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【卒業生からのメッセージ③】 

教育学研究室での思い出 
 

秋田県教育庁北教育事務所山本出張所 社会教育主事 櫻庭 直（平成 8年 3月卒業） 

秋田大学を卒業し、25年になります。最近では

記憶力の低下を感じることが多く、過去の話にな

ると曖昧なことが多いのですが、大学生活、特に

研究室で過ごした日々のことになると、今でも忘

れることができない素敵な？思い出がたくさんあ

ります。 

 私が所属していたのは、教育学部小学校課程教

育・心理副専攻教育学研究室でした。各学年 10名

ほどが在籍する、規模的に大きくも小さくもない

研究室で、横のつながりも、縦のつながりも強く、

サークルのような雰囲気がありました。研究室の

そばには、担当してくださる先生方の教官室があ

り、先生方が気軽に研究室を訪れ、私たち学生に

声を掛けてくれました（近いが故に、困ることも

ありましたが・・・）。夜遅くまで研究室にいると

「差し入れ」を持ってきてくれる先生もいました。

ちなみに、私が 4 年生の時に教育学研究室に赴任

してきたのが現教育文化学部長の佐藤修司先生で

した。 

 サークルのような研究室では、大学の行事（学

祭、駅伝大会、今日歩大会等）に参加したり、研究

室独自のイベント（新入生歓迎ピクニック、観桜

会、児童館実践実習、東京巡検、岩城少年自然の家

宿泊ボランティア等）を行ったりしました。もち

ろん、各行事等終了後には、お酒を交えた深い語

り合いをしました。その語りの深さ（酒の量の多

さ）は、他の研究室に負けないものがありました。

その様な研究室生活の中で一番の思い出といえば

「室祭」と呼ばれた研究室独自の文化祭？です。

レクリエーション大会、弁論大会、スポーツ大会、

ダンスパーティ、合唱コンクール、芸能発表等、多

様な内容で構成された正にお祭りでした。研究室

員は、他の大学生同様、授業はもちろん、部活動や

バイト等と忙しい生活の中でありながら、室祭は

10日間もの時間を費やして行いました。お祭りと

はいうものの、企画から運営まで全て自分たちで

行うなど、とても真剣に取り組みました。大学生

ですので、一人一人の自己がぶつかり合い、もめ

ることも多かったです。しかし、その分、全てが終

わった日には、研究室員全員で達成感や連帯感を

味わったことは、本当に忘れることができません。 

 私は大学卒業後、5 年間の講師経験を経て秋田

県小学校教員に採用され、17年間県北地区の小学

校で勤務しました。その後は、社会教育主事とな

り 4 年目となった現在は、北教育事務所山本出張

所に勤務しております。ブラック企業だと揶揄さ

れることもある学校現場ですが、私にとっては忙

しいながらも感動と充実感の多かった日々は、最

高の思い出ばかりが残っています。社会教育主事

の仕事については、ネットで調べてみてください。

市町村で行われる社会教育や生涯学習の諸活動や、

地域と学校を結び付ける活動等への支援や助言を

しています。学校とは違ったやり甲斐を感じてい

る毎日です。学校と地域の連携・協働が求められ

ている昨今、学校教育と社会教育の両方に携わる

ことができていることは、とてもラッキーだと思

っています。もう一度人生をやり直すとしても、

職業は「教員」を選ぶと思います。 

 これまでの人生の中で多くの方と出会う機会が

ありました。しかし、大学時代の仲間は特別な存

在です。今でも研究室の同級生とは深い付き合い

がありますし、同じ研究室の先輩や後輩と会った

時には、何とも言えない強い絆を感じます。そし

て、県内で教育の仕事に携わっている限り、まわ

りには秋田大学の仲間がいます。その仲間たちと

四半世紀たっても、半世紀たっても思い出話がで

きる、そんな大学生活を送らせていただいた秋田

大学に心から感謝しています。 

 
＊【卒業生からのメッセージ】は「みなおと」18号の和田

聡様、19号の長瀬先生からの 3回目となります。 
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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】 

5/31：国内のワクチン接種の 1 回目を終了した人

が累計 1000万人を超える。 

6/2：全国の重症者数が 1300人を切って 1284人と

なる。 

6/4：国内のワクチン接種の 2回目を終了した人が

累計 400万人を超える。全国の重症者数が 1200

人を切って 1198人となる。 

6/11：全国の重症者数が 1000人を切り 942人とな

る。 

秋田県は秋田市の新型コロナウイルス感染警戒

レベルを４から３に引き下げ。 

6/13：群馬、石川、熊本３県に適用されていた「ま

ん延防止等重点措置」が解除。 

6/14：全国の新規感染者数が 1000人を切り 936人

となる。 

6/15：国内のワクチン接種の 1 回目を終了した人

が累計 2000万人を超える。 

6/17：10都道府県に出されている緊急事態宣言に

ついて、沖縄を除く 9都道府県は期限の 6/20で

解除、沖縄は 7/11まで延長。北海道、東京、愛

知、大阪、兵庫、京都、福岡の 7都道府県は 7/11

まで「まん延防止等重点措置」に移行。「まん延

防止等重点措置」が適用されている 5県のうち、

岐阜と三重は期限の 6/20で解除、埼玉、千葉、

神奈川は 7/11まで延長。 

6/23：国内のワクチン接種の 1 回目を終了した人

が累計 2500万人を超える。 

6/25：秋田県で 12名の新規感染者があり、累計感

染者数が 800人を超えて 804人となる。6/19に

秋田市内で開催されたダンスイベントに参加し

た 80人余りのうち、国際教養大学、県立大学の

学生 7 人の感染が確認され、クラスターが発生

した。【ニュース報道より】 

6/26：秋田県で 21人の新規感染者があり、うち 15

人はダンスイベントの参加者で、14人が大学生。

秋田大学の学生も感染。【ニュース報道より】 

6/27：秋田県で 10人の新規感染者があり、ダンス

イベントの関係で 2人の感染が確認。【ニュース

報道より】 

6/28：秋田県で 13人の新規感染者があり、ダンス

イベントの参加者の感染者は県立大学、秋田大

学、国際教養大学の 22 人を含む計 25 人となっ

た。さらにダンスイベントの参加者の接触者な

どとして、秋田大学の 11 人の学生が陽性と判

明。【ニュース報道より】 

6/29：秋田県で 14人の新規感染者があり、ダンス

イベントの参加者の感染者で秋田大学の学生 1

名の感染が確認された。さらにダンスイベント

の参加者の濃厚接触者として秋田大学の学生 1

名の感染が確認。【ニュース報道より】 

 

【秋田大学】 

6/14：全ての都道府県への県外移動をした場合、

帰県後 14 日間の自宅待機（入構不可）、健康観

察としていたが、「緊急事態宣言地域（10都道府

県）＋まん延防止等重点措置地域（5県）」への

県外移動は従来どおり、14日間の自宅待機と健

康観察。それ以外の地域への移動は就職活動、

冠婚葬祭等を除き避けてもらうが、帰県後の 14

日間の自宅待機を求めない。 

  教職員は加えて、大学構内で上記区域の 15都

道府県からの訪問者との面談は控えることとし、

真にやむを得ない事情により面談が必要な場合

は、以下の項目について、事前に総務担当宛て

届出て、許可を得てから面談を実施。 

  学生のアルバイトについては、①アルバイト

先において、マスク着用などの十分な感染防止

対策が徹底されていること、飲食店等において

は秋田県新型コロナ対策認証基準に適合してい

る等の感染対策が十分に行われていることを従

事の条件とする。ただし、近接して長時間他者

と接触のあるアルバイトは厳に自粛すること。

② アルバイトに従事する際は、事前に所属部局

長に申請の上、許可を得ること。 

  学生の課外活動等については、①緊急事態宣

言及びまん延防止等重点措置地域（以下「緊急

事態宣言等地域」）での活動及び緊急事態宣言等

地域の者が参加する活動は、引き続き控えるこ

と。ただし、活動等の内容によっては、開催地及

び国内の感染状況並びに実施される感染対策等

を考慮して許可する場合があるので、参加を希

望する場合は、実施・出発の 14 日前（14 日前

が土日祝日の場合は、その前の平日）までに「大

会等参加希望申請書」、「課外活動実施・参加計

画書」および「参加者名簿」を学生支援・就職課

に届け出ること。②緊急事態宣言等地域以外で

行われ、かつ、緊急事態宣言等地域以外の者の

みが参加する場合は、「課外活動における感染対

策」を遵守したうえで、活動を認める。ただし、

実施の 14 日前（14 日前が土日祝日の場合は、

その前の平日）までに「大会等参加希望申請書」、

「課外活動実施・参加計画書」および「参加者名

簿」を学生支援・就職課に届け出ること。なお、

県内外の感染状況を考慮し、出場自粛を要請す

る場合がある。秋田県内で秋田県内者のみで行
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なう活動については、「課外活動における感染対

策」を遵守したうえで、活動可能とする。ただ

し、大会やイベント等への参加は、実施の 14 日

前（14 日前が土日祝日の場合は、その前の平日）

までに「課外活動実施・参加計画書」と「参加者

名簿」を学生支援・就職課に届け出ること。 

6/25：秋田市内で新型コロナウイルス感染者が発

生したことに関連し、学生の中に接触者がいる

可能性があり、6/25から当面の間学生は入構禁

止、課外活動禁止、対面授業は休講、学生の研究

活動・学外実習は停止、授業はオンラインのみ。 

6/26：学長名の学生向け通知の発出。9名の学生の

感染が判明したこと、社会や関係各位に大変な

心配をかけていることを指摘し、感染拡大がい

かに社会に大きな影響を及ぼすかを改めて考え、

感染防止対策を徹底することを強く要請。 

6/27：7/4まで学生のアルバイトの自粛、及び課外

活動の停止を要請。 

 

【学部・研究科】 

6/29：キャンパスクリーンデーの予定であったが、

学生の感染者が判明したことなどから中止。 

6/30：カウンシルを開催。 

 
【附属学校園】 

6/4：附属中学校公開研究協議会をオンラインで実

施。 

6/18：附属小学校公開研究協議会をオンラインで

実施。 

6/26：附属幼稚園オンライン保育研究会をオンラ

インで実施。 

 
新型コロナ感染の影響で学生は入構禁止（6/25～） 

 
6/30水曜、再び学生の姿が消えてしまいました 

  

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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