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 平成 30 年 2 月 15 日 

     秋 田 大 学 

 

 

 

 

教育文化学部地域連携推進事業 

自治体から卒業論文テーマを公募 

2月 19日、自治体関係者を招き学生が研究成果を報告 

 

 

 

 秋田大学（学長：山本文雄）教育文化学部は 2月 19日（月）、平成 29年度秋田大学教育

文化学部地域連携推進事業「卒業論文テーマの公募 成果報告会」を開催します。 

 教育文化学部では、自治体等との連携・協力による地域教育への貢献および研究成果の

地域社会への還元を目指し、卒業論文テーマを自治体等から公募する事業を実施していま

す。 

 平成 29年度は 7件のテーマが採択され、うち 4件について 5名の学生がエントリーし自

治体の協力を得ながら卒業研究として取り組みました。また他の 3 件については、テーマ

に関連する授業において、受講した学生が教員とともに研究に取り組みました。 

 その成果を広く自治体関係者及び秋田大学教職員・学生へ発表する機会として、成果報

告会を開催します。 

 

                    

      日  時 ：平成 30年 2月 19日（月） 

午前の部 10：30 ～ 11：50 

午後の部 14：00 ～ 15：40 

      場  所 ：秋田大学教育文化学部 3号館 150講義室 

      対  象 ：どなたでも 

      参 加 料 ：無料 

      主  催 ：秋田大学教育文化学部地域連携委員会 

 

 

 

             ※詳細は別添の実施要項・案内チラシをご覧ください。 

 

【お問い合わせ先】 

秋田大学教育文化学部 

総務担当 髙橋 

TEL：018-889-2509 

E-mail：kyosou@jimu.akita-u.ac.jp 

 



平成２９年度秋田大学教育文化学部地域連携推進事業 

卒業論文テーマの公募 成果報告会 

実 施 要 項 

 

趣旨  秋田大学教育文化学部では、自治体等との連携・協力による地域教育への貢献お

よび研究成果の地域社会への還元を目指し、卒業論文テーマを自治体等から公募す

る事業を実施しています。今年度、各自治体より提案いただき、連携して取り組ん

だテーマについて、その成果を広く発表する機会として、秋田大学を会場に成果報

告会を開催いたします。 

 

日時 平成３０年２月１９日（月） 

午前の部 １０：３０～１１：５０ 

午後の部 １４：００～１５：４０ 

会場 秋田大学教育文化学部３号館１階１５０講義室（秋田市手形学園町１番１号） 

 

次第 【午前の部】 

１．挨拶（10:30～10:40） 

      教育文化学部長 武田 篤 

 

   ２．成果報告（10:40～11:40） 

     （１）研究題目 「秋田市における消防団に関する研究 ―住民及び大学生に

対する意識調査をもとに―」（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 「社会調査論」「野外実験Ⅱ」受講学生 

        指導教員 石沢 真貴 教授  

        連携自治体等 秋田市消防本部 

       

（２）研究題目 「「秋田県観光統計」の分析から見える秋田県内の観光地の  

現状と課題について」（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 地域文化学科 地域社会コース 仲居 亮 

        指導教員 上田 晴彦 教授 

        連携自治体等 秋田県 

 

（３）研究題目 「川連漆器産業の動向からみる現状と課題」        

（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 「特定地域研究ゼミ」受講学生 

        指導教員 石沢 真貴 教授 

        連携自治体等 湯沢市 

 

   ３．次年度の新規採択テーマと連携自治体等の紹介（11:40～11:45） 

 

４．総括（11:45～11:50） 地域連携委員長 佐々木 信子 

 

 



【午後の部】 

１．挨拶（14:00～14:10） 

      教育文化学部長 武田 篤 

 

   ２．成果報告（14:10～15:30） 

     （１）研究題目 「自治体のインターネットを利用した情報発信の有効性につ

いて」（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 地域文化学科 地域社会コース 柏谷 凌 

        指導教員 林 良雄 教授  

        連携自治体等 能代市 

       

（２）研究題目 「地域の多機能型子育て支援施設のあり方 －横手市児童セ

ンターの事例を通して－」（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 学校教育課程 教育実践コース 木ノ瀬 陽介 

        指導教員 佐々木 信子 教授 

        連携自治体等 横手市 

 

（３）研究題目 「子どもの貧困と居場所づくり －秋田市の児童館における

調査から－」（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 学校教育課程 教育実践コース 松倉 力弥 

        指導教員 佐々木 信子 教授 

        連携自治体等 秋田市 

 

（４）研究題目 「子どもの貧困対策 －子ども自身のニーズを把握するため

に－」（報告 15分・質疑応答 5分） 

        取組学生 地域文化学科 地域社会コース 菅原 柊太 

        指導教員 荒井 壮一 講師 

        連携自治体等 秋田市 

 

   ３．次年度の新規採択テーマと連携自治体等の紹介（15:30～15:35） 

 

４．総括（15:35～15:40） 地域連携委員長 佐々木 信子 

 

 

 

※研究題目「秋田県の国際化と地域創生」（連携自治体：秋田県企画振興部国際課）につい

ては，平成３０年２月１８日（日）開催の『あきた国際文化カフェ』にて成果報告を行い

ます。 

 

 主  催 秋田大学教育文化学部地域連携委員会 

問合せ先 秋田大学教育文化学部総務担当 

     電話 018-889-2509  E-mail kyosou@jimu.akita-u.ac.jp 

mailto:kyosou@jimu.akita-u.ac.jp


次   第 
 

【午前の部】 
１．挨拶（10:30～10:40）教育文化学部長 武田 篤 

      

２．成果報告（10:40～11:40） 

    （１）研究題目 「秋田市における消防団に関する研究  －住民及び大学生に対する 
              意識調査をもとに－」 
        （２）研究題目 「「秋田県観光統計」の分析から見える秋田県内の観光地の現状と 
              課題について」      
         （３）研究題目 「川連漆器産業の動向からみる現状と課題」 
        

３．次年度の新規採択テーマと連携自治体等の紹介（11:40～11:45） 
 

４．総括（11:45～11:50）地域連携委員長 佐々木 信子 

 
 

【午後の部】 
１．挨拶（14:00～14:10）教育文化学部長 武田 篤 

      

２．成果報告（14:10～15:30） 
    （１）研究題目 「自治体のインターネットを利用した情報発信の有効性について」              
    （２）研究題目 「地域の多機能型子育て支援施設のあり方  
              －横手市児童センターの事例を通して－」 
    （３）研究題目 「子どもの貧困と居場所づくり －秋田市の児童館における調査から－」 
    （４）研究題目 「子どもの貧困対策 －子ども自身のニーズを把握するために－」 

 
３．次年度の新規採択テーマと連携自治体等の紹介（15:30～15:35） 
 

４．総括（15:35～15:40）地域連携委員長 佐々木 信子 
 

平成２９年度秋田大学教育文化学部地域連携推進事業 

卒業論文テーマの公募 

日時：平成30年２月19日（月） 
         午前の部１０：３０～１１：５０ / 午後の部１４：００～１５：４０ 

場所：秋田大学教育文化学部３号館１階１５０講義室 
秋田大学教育文化学部では、自治体等との連携・協力による地域教育への貢献および研究成果の地域社会への
還元を目指し、卒業論文テーマ及び修士論文テーマを自治体等から公募する事業を実施しています。 
その成果を広く自治体関係者及び秋田大学教職員・学生へ発表する機会として、成果報告会を開催します。 

どなたでも 
参加できます 

主    催 秋田大学教育文化学部 地域連携委員会 
問合せ先 教育文化学部総務担当（電話 018-889-2509） 

成 果 報 告 会 



成果報告 詳細 
 

【午前の部】 
    （１）研究題目 「秋田市における消防団に関する研究 

              －住民及び大学生に対する意識調査をもとに－ 」 

             取組学生      「社会調査論」「野外実験Ⅱ」 受講学生 

             指導教員       石沢 真貴 教授  

                                      連携自治体等 秋田市消防本部 

       

    （２）研究題目 「「秋田県観光統計」の分析から見える秋田県内の観光地の現状と  

              課題について」 

              取組学生        地域文化学科 地域社会コース 仲居 亮 

              指導教員       上田 晴彦 教授 

                                       連携自治体等 秋田県 

  

     （３）研究題目 「川連漆器産業の動向からみる現状と課題」 

              取組学生       「特定地域研究ゼミ」 受講学生 

              指導教員       石沢 真貴 教授 

                                       連携自治体等 湯沢市 

  

【午後の部】 
     （１）研究題目 「自治体のインターネットを利用した情報発信の有効性について」         

                取組学生         地域文化学科 地域社会コース 柏谷 凌 

                     指導教員          林 良雄 教授  

                                           連携自治体等 能代市 

       

     （２）研究題目 「地域の多機能型子育て支援施設のあり方  

               －横手市児童センターの事例を通して－」 

                           取組学生          学校教育課程 教育実践コース 木ノ瀬 陽介 

                         指導教員          佐々木 信子 教授 

                                          連携自治体等 横手市 

  

     （３）研究題目 「子どもの貧困と居場所づくり －秋田市の児童館における調査から－」 

                           取組学生        学校教育課程 教育実践コース 松倉 力弥 

                         指導教員        佐々木 信子 教授 

                                            連携自治体等 秋田市 

  

     （４）研究題目 「子どもの貧困対策 －子ども自身のニーズを把握するために－ 」 

                           取組学生          地域文化学科 地域社会コース 菅原 柊太 

                         指導教員          荒井 壮一 講師 

                                           連携自治体等 秋田市 

 

どなたでも 
参加できます 

主    催 秋田大学教育文化学部 地域連携委員会 
問合せ先 教育文化学部総務担当（電話 018-889-2509） 
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