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11/6に「スタージュ・オータムキャンプ 2021」を開催 
 

キャリア委員会副委員長 細川 和仁 

来年度の教採を見据えた学生支援が９月下旬か

ら本格的に始まりました。「オータムキャンプ」は

その一環として毎年実施しているもので，当日は

来年度の教採を目指す 24 名の学生が参加してく

れました。企画，運営はキャリア委員会のメンバ

ーに加え，教職自主ゼミ等で指導されている先生

方にもサポートしていただき，教職員 18名で当た

りました。ご協力，ご支援に感謝申し上げます。 

2019年度までは，学外施設を利用して１泊２日

のプログラムを組んでいましたが，今年度は「ス

プリングキャンプ」に続いて，１日限定のプログ

ラムで実施しました。その内容は下記のようなも

のです。 

 

2021年 11月 6日（土）8:50～17:40 

 @教育文化学部３号館 

・開講式，アイスブレイキング 

・演習１：なぜ教職を目指すか 

・演習２：求められる教師像 

・演習３：模擬授業 

・演習４：先輩から話を聞こう 

・閉講式 

 

演習３と演習４には，教採を経験した４年次の

学生に「学生スタッフ」として頑張ってもらいま

した。先輩たちの模擬授業を見た参加学生は，圧

倒されたことでしょう（かく言う私も）。また，演

習４の先輩・後輩のグループワークでは，親身に

なって後輩にアドバイスをする姿が印象的でし

た。 

新型コロナの影響で，このような先輩，後輩の

つながりが一層持ちにくくなっている中，短い時

間ではありましたが交流の機会が持てたことは貴

重であったと感じます。やはり，身近な先輩，後輩

の関係というのは大事ですね。メンター，メンテ

ィーですね。我々教職員が言うのとは違った染み

込み方があるように見えます。後輩たちもまた１

年後，次の後輩たちに向けて，何かをつないでい

ってくれることと思います。 

閉講式では参加学生を代表して渡邉雄大さん

（教育実践コース３年次）に挨拶をしてもらいま

した。参加学生には終了後リフレクションもして

もらいましたが，ここではあらためて書いてもら

った参加学生の声を紹介したいと思います。 

キャリア委員会では引き続き，学生へのきめ細

かな支援に努めてまいります。 

 
 

▼参加学生による感想▼ 

教育実践コース３年次 菅原 梨央 

私がオータムキャンプに参加してよかったと思

うことは，自分を見つめなおすことが出来たこと

と共に頑張っていく仲間や支援してくださる先輩

方，先生方の存在を強く感じられたことです。 

なぜ教師を目指すのか時間をかけて振り返る時

間が設けられていましたが，そこでは自分がどう

いう思いでこれまでを過ごしてきたか，今はどん

な思いかをゆっくり考え，自分と向き合い，気持
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ちを整理することが出来ました。 

正直，私は教師を目指すことに迷いが生じるほ

ど，自分に自信が持てず，大きな不安を抱え過ご

してきました。そんな中，オータムキャンプでは，

共に頑張っていく仲間がいることを改めて認識

し，手厚くサポートしてくださる先輩方や先生方

の存在も大きく感じました。特に，先輩方との交

流の時間は，試験や面接についてまだほとんどわ

からない私に，先輩方からどんどんお話してくだ

さり心強かったです。みんなで挑んでいく体制が

背中を押してくれているようでした。 

みんなと一緒に頑張ってみようかなと思えたこ

とが私にとって一番の収穫でした。 

 

英語教育コース３年次 大友 静伶菜 

オータムキャンプに参加したことで，教師にな

りたいという気持ちの再確認と，受験勉強のモチ

ベーションを高めることができたと思います。自

分の弱い部分やこれからもっと力を入れていかな

ければならない部分を発見し整理できたことが一

番の収穫でした。 

二コマ目では，それぞれの質問に対して一人一

人回答し，さらにそれに対しての質問がいくつも

あり，面接のようでした。グループで行ったため，

友達の回答のすごさを感じたと同時に自分の考え

が浅かったことに何度も気づかされました。 

そうした中から，自分がこれから頑張っていく

ことは，試験勉強や面接対策はもちろんですが，

それ以前に，教師になるための自覚と責任力を高

めていきたいです。私は，周りをみる力が欠けて

います。どんな教師になりたいかという質問に対

して，みんなに依怙贔屓できるくらい，子どもひ

とりひとりをみて寄り添える教師になりたいと言

いました。自分の理想像と現実の距離をそこで気

が付きました。 

これからは，少しでも周りを普段よりも意識し

てみていきたいと思います。オータムキャンプを

開催してくださった先生方に感謝します。 

 

11月 5日に避難訓練を実施 
 

 11 月 5 日 15 時より、手形キャンパスで避難

訓練が実施されました。地震が発生し、火災（就職

情報室前）や負傷者が出たことを想定して行われ

ました。教育文化学部と国際資源学部が第 2 隊と

して中心的に取り組みました。 
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国際文化コースでの学び 

 

国際文化コース 3年次 鈴木 りさ子 

国際文化コースでは、日本や世界各地の多様な

文化について学ぶことができ、専門分野としては

文学、歴史、芸術、哲学、文化人類学、言語学等

の分野を学ぶことができます。私は歴史分野を中

心に学習しており、特に元朝下の中国の社会に関

心を持っています。 

コースでは、自分の興味のある国や地域の言語

を、英語はもちろん中国語や朝鮮語、フランス語、

ドイツ語、ロシア語などから選んで受講できます。

私は中国語を勉強していて、発音や文法などを学

びながら、現代中国の新聞や本を読解する講義を

受けています。 

私が中国の歴史について興味を持ったきっかけ

は、高校時代の歴史好きの友人との出会いでした。

それまで私は、歴史は暗記ばかりで面白くないと

思っていましたが、歴史上の出来事を熱く語る友

人の姿を見て、歴史に対する認識が 180度変わり、

それから私は、歴史の研究に向かうようになりま

した。 

国際文化コースでの歴史の学習は、まず各担当

の先生の下、それぞれの国や地域の基礎知識を学

ぶ講義を受け、それ以降は、さらに時代や対象を

限定してより深く学んだり、研究をする際に必要

となるスキルを身につけたりする演習形式に変わ

っていきます。私は現在、漢文史料を読解する演

習や、史料の分析方法を学ぶ演習などを受けてい

ます。 

私は、中国史の中でも、世界を巻き込む巨大な

商業ネットワークを構築した元王朝について強く

興味を惹かれました。そのような元朝の社会は、

グローバル化が進む現代と共通する部分があると

考えています。そのため、現代にも通じるような、

元朝の社会構造やその背景にある価値観などを、

研究で明らかにしたいと考えています。 

歴史分野の先輩の進路は多様で、民間企業に進

んだり公務員になる人が多いですが、教員になっ

たり、大学院に進学する人もいます。私は現在イ

ンテリア業界に興味があり、そこを主軸としつつ

様々な業界を研究している最中です。 

ゼミの研究はかなりの体力を使いますが、興味

のあることを調べるワクワク感は確かに感じてい

るので、このまま楽しみながら研究や勉強、就活

を続けていければと思っています。 

 

国際文化コース 3年次 須藤 奏 

私の所属する国際文化コースでは、日本や諸外

国の歴史、文学、映像や言語などの非常に多様な

学問を学ぶことができます。私はその中でもドイ

ツ文学を専攻としており、現在卒業研究プレゼミ

で先行研究となるような文献を読んでいます。 

地域文化学科、国際文化コースでは、卒業研究

に着手するまでの間に、地域学基礎、国際文化基

礎ゼミ、特定地域研究ゼミ（もしくは地域研究ゼ

ミ）と段階を踏んで、研究の手法を学ぶことがで

きます。さらに基礎から発展という流れで勉強で

きるシステムがしっかり組まれているため、前年

度に学んだことをしっかりと生かすことができ、

さらに発展的な内容を学んで理解を深めていくこ

とができます。3 年の今の段階で、私自身ある程

度の手法や知識が身についていると感じており、

ウィーン市の聖ステファン大聖堂 
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国際文化コースでは勉学・研究において理想的な

カリキュラムが提供されていると実感しています。 

そして上でも触れましたが、私自身が国際文化

コースの一番の魅力と感じていることが、特定の

分野に限らず、広く様々な分野を自由に選択して

学ぶことができることです。単位の取り方も、自

分が興味を持っている特定の分野に関連する講義

を集中して取ることもできますし、あえてばらけ

させて、幅広い知識を身に着けられるように単位

を取ることもできます。最初から専門を決めてし

まうのではなく、学びながら自分のやりたいこと

を、時間をかけて探すことができるという点で、

国際文化コースのカリキュラムは他の学校や学部

にはない魅力があると感じています。 

また、私は大学生協の提供する公務員講座を受

講しています。公務員と聞くと、法律や政治、経

済を学ぶことができる地域社会コースの方が有利

に感じるかもしれません。確かにそういった側面

はあるかもしれませんが、決して不利になること

はありませんし、教養科目では今まで学んだ内容

を逆に生かすこともできます。 

研究や就職活動では、広く様々な分野を勉強す

ることができるという国際文化コースのメリット

を最大限に生かして、自分の限界を決めず、自由

に、いろいろなことにチャレンジして欲しいと思

います。 

 

 

11/12附属中学校秋季公開研究協議会を実施 

 

11 月 12 日に附属中学校秋季公開研究協議会を

Zoomにより実施しました。「未来を自立的に生き

る～出会い・発見・喜びのある学びを通して～」

をテーマとしています。教職員は県内 81名、県外

25名の合計 106名、学生 75名が参加しました。 

8教科・領域（国語、数学、英語、理科、社会、

家庭、音楽、道徳）の公開授業が 2時間に分けて

実施され、その後、教科・領域毎の分科会がもた

れました。最後に、千々布敏弥先生による「主体

的・対話的で深い学びの視点による授業改善」と

題した特別講演が行われました。 

 

 講演では主体的・対話的で深い学びとは何なの

かを踏まえて、秋田及び附属中学校での学びがそ

れに対応していること、他県がまねをしようとし

てもうまくいっていないこと、秋田県の省察過程

の特徴として、教委が学校の自立的な改善を支援

するという点にあることが明らかにされていまし

た。附中ではミエルトークなども機械的に適用す

るのではなく、柔軟に展開されていること、技術

的省察の段階を超えて、実践的省察の段階にある

こと、今後更に批判

的政策の段階に高

めていくことが望

まれるとされまし

た。協働学習も 1つ

の型だけではなく、

「集団省察」「教え合い」「認知過程の外化」の

3 つのベクトルを、授業の流れの中で、柔軟に使

い分け、効果的に活用することが「批判的省察」

につながること、実際にそのような授業が附中で

行われていることが評価されていました。 

オンラインであることを活用して、以上のよう

な工夫を行い、校内研修等でも活用してもらえる

ようにしています。 
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【卒業生からのメッセージ⑥】 

心理士として踏み出した今 
 

特別医療法人仁政会杉山病院 進藤 晴美（平成 29 年３月大学院修了） 

大学院を修了して早 5 年が経とうとしていま

す。この度は恩師より「みなおと」への寄稿のご依

頼を受け、これまでの自分自身を振り返る良い機

会と思い筆をとらせていただきました。 

私が心理士を志したのは高校 3 年生の春です。

それまで特別なりたい職業はありませんでした

が、普段無口な父の「臨床心理士を目指してみな

いか」という一言がきっかけになりました。昔か

ら人の話を聞くことや、人がどのように考え感じ

るのかに興味関心があった私は、直感的に臨床心

理士になろうと思い、地元で心理学を学べる秋田

大学に入学しました。 

秋田大学の学部と大学院で学んだ 6 年間で強く

印象に残っていることは 3つあります。 

1 つ目は研究活動を通した人との関わりです。

卒業論文と修士論文の二度の研究機会では多くの

人との関わりがありました。研究計画の立案に始

まり論文を書き上げるまで、ゼミの先生とは何度

も何度も意見を交わし、時に叱咤激励され、一年

間の中で濃い時間を過ごしました。また他の先生

方には別視点からご助言をいただき、先輩や後輩

には研究の参加者集めや結果検討の段階等で協力

いただきました。そして、研究の機会がなければ

関わりのなかった人々とも研究への参加を通して

交流がもてました。これらのことは一つのことを

成し遂げるために、周囲の協力を得ながら進めて

いく経験になりました。 

2 つ目は現実に起こる場面を想定して、役割を

演じるロールプレイでの体感的な学びです。「臨

床心理士の一歩！」と意気込み、大学院に進学し

ましたが、電話応対やカウンセリングの実習で実

践となるとどうすればいいのか分

からない状態からのスタートでし

た。様々な授業でロールプレイを

する機会があり最初は見よう見ま

ねで行いました。体感的に慣れて

くると考えながら取り組めるよう

になり、その過程を通し地道に経

験を積み重ねる大切さを学びまし

た。 

3 つ目は実施したカウンセリン

グに関して臨床心理士資格をもつ

先生方から助言や指導を受けるス

ーパービジョンです。第三者の視

点からの振り返りで自分では気づ

かなかった事柄に気づくことがで

きました。カウンセリングの方向性を見直し、理

解が不十分な部分は勉強する機会となり、この繰

り返しが心理士を目指す上での成長につながりま

した。 

現在、私は修了後に就職した精神科病院で勤務

しています。就職 1 年目は一人職場の心細さに不

安を抱える毎日でした。そこから奮起し業務体制

が安定するまでの数年は、職場の他職種の先輩や

大学院の先生、心理士の先輩同輩に相談しました。

多くの人との対話を基にまずは自分のできる事柄

から取り組むことを決め、経験を整理しながら

徐々に新しい事にも挑戦できるようになっていき

ました。就職 3 年目からは心理士としてより幅を

広げたいと思い、秋田大学の保健管理センター内

にある学生相談所にも勤務しています。病院との

違いに戸惑うこともありますが、その都度医師や

看護師の皆さんに相談しアドバイスをいただいて

います。 

心理士として 5 年目を迎えた今でも日々悩み、

時に壁にぶつかることもありますが、まずは経験

してみて、研修や書籍等で自己研鑽を積むように

しています。また、「依存先を増やす（一人で抱え

込みすぎず、周りの人に相談してみる）」ことを心

がけています。これは、依存症治療に一緒に取り

組んでいる大先輩のケースワーカーさんに教えて

いただいた言葉です。スキルアップの機会と周囲

の支えが私にとって心理士として働く自信につな

がっていると思います。 

 

 

 

当時の退院支援グループスタッフです。右端が私です。 
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佐々木厚名誉教授が瑞宝中綬章を受章 

2021 年度の秋の叙勲において、元教育学部長

（1995～1996年度）、教授であった佐々木厚名誉

教授が瑞宝中綬章を受章されました。先生は、京

都大学理学部、理学研究科を修了後、1973年に秋

田大学教育学部物理学第一講座に着任され、1998

年に工学資源学部電気電子工学科に転任、2008年

3月に定年退職されました。その間、教育学部長の

他に、本学学生部長（1997年度）、秋田大学生協

理事長（2002～2006年度の 5年間）も務められま

した。 

＊瑞宝中綬章は日本の勲

章の一つで、2002 年に、

それまでの勲三等瑞宝章

から名称変更されまし

た。瑞宝中綬章の対象者

は中央省庁の部局の長を

務めた人や大学教授が多

いようです。 

 

 

 

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】 

10/29：国内のワクチン接種の 2回目を終了した人

が職域接種を含めると 9000万人を超える。 

11/1：全国の新規感染者数が 100人を切り、86人

となる。100 人を切るのは昨年 6/27 の 92 人以

来。 

11/7：死者が 0人となる。0人となるのは昨年 8/2

以来。 

11/9：全国の重症者数が 100人を切り、99人とな

る。100人を切るのは昨年 8/4の 88人以来。 

11/28：全国の重症者数が 500人を切り、43人とな

る。50人を切るのは昨年 7/20の 47人以来。 

 

【学部・研究科】 

10/18-28：1年次 166名、2年次 72名が TOEIC-IP

をグループ毎に受験。 

11/5：院生と 4 年次学生にのみ認めていた、研究

目的による自習室滞在を 3年次学生にも拡大。 

11/6：オータムキャンプを開催。 

11/20：学校推薦型Ⅰ・総合選抜型Ⅰの入学試験を

実施。 

 

【附属学校園】 

11/12：附属中学校秋季公開研究協議会を Zoom に

より実施。 

11/18･19：附属小学校、仙北方面へ修学旅行。 

11/29：附属小学校オープン研修会を Zoom により

実施。 

11/30：附属幼稚園秋の保育研究会・講演会を Zoom

により実施。 
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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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