秋田大学大学院
２０１６年 4 月 , 新体制へ
秋田大学は，現行の３研究科体制から４研究科体制へ
大学院を新設・改組します。
国際資源学研究科の新設および教育学研究科（「教職大学院」の新設）
と工学資源学研究科を理工学研究科に再編する改組により，

of
ol
ho
Sc
e
at e
du cin

ra i
科
G ed
M
究
研
系
学
医
Graduate School of
International
Resource Sciences

Graduate School
of Education

G
En rad
gi ua
ne te
理
er S
工
in ch
g o
学
Sc o
研
ie l of
nc
究
e
科

科
究
研
学

of
育
ol
教
ho
Sc
e
at n
du tio
ra a
G duc
E

国
際
G
資
In rad
Re ter ua
源
Sc so na te
学
ie ur tio S
研
nc c n ch
es e al oo
究
lo
科
f

平成28年４月に新たなスタートを切ります。

Graduate School of
Engineering Science

Graduate School of
Medicine

～世界・地域を視野に入れた独創的な挑戦～
秋田大学は地方の基幹的国立大学として、
その使命である教育と研究を推進するとともに、
知の創生を通じて地域の発展に貢献するため、
2016年度から大学院を新設・改組し新たにスタートします。
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秋田大学 大学院

Graduate School, Akita University
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大学院の
教育学研究科

修士課程

学校教育専攻（13名）

（44名）

教科教育専攻（31名）
地球資源学専攻（17名）
環境応用化学専攻（20名）
生命科学専攻（12名）
材料工学専攻（23名）

博士前期課程
（167名）

情報工学専攻（16名）
機械工学専攻（26名）
電気電子工学専攻（30名）

工学資源学研究科

土木環境工学専攻（11名）
共同ライフサイクルデザイン工学専攻（12名）
資源学専攻（4名）
生命科学専攻（3名）
博士後期課程
（16名）

機能物質工学専攻（3名）
生産・建設工学専攻（3名）
電気電子情報システム工学専攻（3 名）

医学系研究科

04

修士課程（5名）

医科学専攻（5名）

博士前期課程（12名）

保健学専攻（12名）

博士後期課程（3名）

保健学専攻（3名）

博士課程（30名）

医学専攻（30名）

新設・改組構想
再編

教育学研究科

専門職学位課程（20名）

教職実践専攻（20名）

修士課程（6名）

心理教育実践専攻（6名）

新設

国際資源学研究科

博士前期課程（40名）
博士後期課程（10名）

再編

資源地球科学専攻（17名）
資源開発環境学専攻（23名）
資源学専攻（10名）

生命科学専攻（15名）
物質科学専攻（42名）

理工学研究科

博士前期課程（150名）

数理・電気電子情報学専攻（45名）
システムデザイン工学専攻
（36名）
共同ライフサイクルデザイン工学専攻（12名）

医学系研究科

博士後期課程（10名）

総合理工学専攻（10名）

修士課程（5名）

医科学専攻（5名）

博士前期課程（12名）

保健学専攻（12名）

博士後期課程（3名）

保健学専攻（3名）

博士課程（30名）

医学専攻（30名）

※上記の（

）内は募集人員です。
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国際資源学研究科
Graduate School of International
Resource Sciences

国際資源学研究科は，
2016年4月に新設します。
Graduate School of International Resource Sciences to be established in April 2016
国際資源学研究科は，資源循環型社会の実現のため資源地球科学分野および資源開発環境学分野に関する高度な
知識と専門性に裏付けられた最先端の教育・研究を進め，地球科学から資源開発，環境保全に至る広範な知識を修
得し，グローバルリーダーとして活躍できる人材の養成を目的に設立されます。
【国際資源学研究科 博士前期課程】
地球規模の課題となった資源問題の解決を目指し，創造性豊かな人間性と国際的視野を併せ持ち，
将来の資源エネルギー戦略の発展・革新を担う人材を養成します。
【国際資源学研究科 博士後期課程】
第一線の研究能力を有し，その研究成果を資源地域に的確に応用，新しい資源探査開発指針を
提言できる高度な専門性を有する人材を養成します。
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各課程・専攻ごとの説明

博士前期課程
専

攻

専攻の概要

どんな人材を育てるか

持続型社会を構築するための新しい素材
開発に必要とされるレアメタル資源等，
資源地球科学専攻（17名） 鉱物資源，エネルギー資源等の多様な資
源の生成・賦存環境を解明するための研
Department of Earth
究を遂行するために必要な，地球科学に
Resource Science
関する知見を学修させるための教育研究
を行います。

持続型社会の構築に必要とされるリサイ

資源開発環境学専攻（23名） クル技術，さらに低環境負荷型の資源開
Department of Earth
Resource Engineering and
Environmental Science

博士後期課程
専

攻

資源学専攻（10名）
Department of
Geosciences, Geotechnology,
and Materials Engineering
for Resources

発・生産技術の開発に必要な，地球・資
源システム工学に関する知見を学修させ
るための教育研究を行います。

鉱物資源，エネルギー資源等の多様な資源の生成・
賦存環境を考慮した探査，資源などの探査技術及び
それに関連した資源の生成機構，地表層環境の変遷
などに関わる専門分野の教育を行ないます。これに
より社会の要請に応え得る新たな資源学の専門知識，
専門技術と地球科学に関する広い知識を修得した人
材を育成します。
資源探査や資源環境学から，石油・天然ガス・鉱物・
地熱等の多様な天然資源の開発と生産，さらにリサイ
クル・製錬技術や廃水処理等の最新の環境保全に関
する理論と最新技術に至るまで高度な専門教育・研
究を行い，次代の資源開発に俯瞰的に取り組む技術者
の養成を目指します。これにより社会の要請に応え得
る最新の専門技術と資源開発環境学に関する幅広い
知識を修得したグローバル資源技術者を育成します。

専攻の概要

どんな人材を育てるか

鉱物資源，エネルギー資源等の多様な資
源の生成・賦存環境を考慮した探査，生
産，開発及びそれらに伴う環境問題に関
する科学技術から資源経済学，資源リサ
イクル技術など先端的な資源学に関する
教育研究を行う。

第一線の研究能力を有し，その研究成果を資源地域
に的確に応用，新しい資源探査開発指針を提言でき
る高度な専門性を有する人材を養成する。

博士課程教育リーディングプログラム
レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養成プログラム
New Frontier Leader Program for Rare-metals and Resources

国際資源学研究科に博士課程５年一貫教育プログラムを設置し，21世紀の国際資源開発に関わる諸課題に俯瞰力をもって挑め
る人材「資源ニューフロンティアリーダー」の育成を目指します。

設置後の学生の流れ
国際資源学部
資源政策コース
資源地球科学コース
資源開発環境コース

博士前期課程

博士後期課程

資源地球科学専攻

資源開発環境学専攻

資源学専攻

留学生受け入れ
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教育学研究科
■本研究科には、教職大学院（専門職学位課程）である教
職実践専攻を開設し、学校マネジメントコース、カリキュ
ラム・授業開発コース、発達教育・特別支援教育コース
を設け、実践的、体系的なカリキュラムを実現します。
■また、修士課程は臨床心理士受験資格取得のための
学校教育専攻のプログラムを引き継ぎ、心理教育実
践専攻心理教育実践コースとして改組し、スクール
カウンセラー（臨床心理士、学校心理士）の養成を行
います。

■教育学研究科の構成

教育学研究科

■教育学研究科は、理論と実践の往還を通じて学校現
場の課題を解決し、実践知の継承と創造に取り組む
意欲と高度な力量を有する初等中等教員と、教員や
学校を支援して地域の発展に貢献するスクールカウ
ンセラーを養成します。

Graduate School of
Education

教職実践専攻

教職大学院

（専門職学位課程）
入学定員 ２０名

学校マネジメントコース
カリキュラム・授業開発コース
発達教育・特別支援教育コース

修士課程
入学定員 ６名

心理教育実践専攻

心理教育実践コース

■「教職チャレンジ制度」を利用できます！
教職大学院での研究・学修を続けながら、教育文化学部の授業を履修
することにより、教員免許状（原則１校種）の取得を可能とする制度が
あります。
（学部の授業料は無料で１種免許状の取得が可能です。大
学院で所定の単位を修得することにより、専修免許状の取得も可能で
す。）

教職大学院（専門職学位課程）

少人数によるゼミナール式授業

小学校での実習風景

■秋田大学教職大学院で育成する
「３つの力」
学校マネジメント・協働力
学校を適切にマネジメン
トし、同僚と協働するこ
とにより、学校が抱える
課題を発見し、その解決
に向けた取り組みを実行
できる能力

カリキュラム・授業デザイン力
各教科にとどまらず、外
国語活動、総合的な学習
の時 間を含めて総合的、
実践的にカリキュラムを
開発し、授業をデザイン
する能力

成長発達サポート力
発達障害など、種々の障
害及び発達上の課題に対
応する学級経営、生徒指
導、教育・発達相談に関
わる能力
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■秋田大学教職大学院を構成する
「３つのコース」

学校マネジメントコース

学校経営や改革を推進するため、
組織マネジメント力に優れたス
クールリーダーを養成します。
【現職教員対象】

カリキュラム・授業開発コース

高度な授業力やカリキュラム開
発力、教科指導力を備え、校内
外の授業研究をリードできる教
員を養成します。
【学部卒業者、現職教員対象】

学級経営、教育相談、特別支援
教育等を担う高度な専門性を有
発達教育・特別支援教育コース
する教員を養成します。
【学部卒業者、現職教員対象】

心理教育実践専攻（修士課程）
■心理教育実践専攻の主眼点

■心理教育実践専攻のカリキュラム

学校現場の課題に対応できる資質能力の育成のため、教
職実践専攻との共通科目「発達障害の事例分析と対応策
の検討・評価」、
「障害児支援におけるチームアプローチ」の

課題研究

ほか「学校カウンセリング・コンサルテーション基礎実習」
、
学校心理士関連科目

「地域臨床心理基礎実習」等、早い段階で秋田県内の心理
臨床活動の一端に触れるフィールドワークを行います。

臨床心理士関連科目※
Ａ群

Ｂ群

Ｃ群

Ｄ群

Ｅ群

臨床心理士関連科目
心理学研究法特別演習
（子どもの心を科学する研究を読み解く）
※科目群Ａ～Ｅは、「臨床心理士受験資格に関する大学院指定運用内規」
に定められた領域区分に基づく。

■秋田大学教職大学院のカリキュラム

秋田大学教職大学院では、これまで秋田県で築かれて
きた教育の実践知を継承するとともに、これからの教
育のあるべき姿の創造を目指し、実践的課題解決型の
カリキュラムを設定しています。

各コース科目から４科目８単位選択必修、他コース科目を
含めて４単位履修。共通科目を発展させ、より専門性の高
い理論と実践的課題解決の技法を習得

【若手教員のリーダー】レベル

《６単位》

【初任者教員】↑
【副担任】レベル

《４単位》

教職実践インターンシップⅠ

往還

現職教員院生※１
※１
※２

教職実践インターンシップⅡ

課題設定

【主幹教諭】
↑
【学年主任・教科主任】レベル

理 論

往還

【教育専門監】レベル

（５）
学校教育と教員の在り
方に関する領域

《４単位》

（４）
学級経営、学校経営に
関する領域

《４単位》

（３）
生徒指導、教育相談に
関する領域

《２単位》

（２）
教科等の実践的な指導
法に関する領域

◯ふるさと秋田の教育資源とカリキュラムの開発
◯個のニーズに応じたカリキュラムの編成
◯秋田の授業力の継承と発展
◯ＩＣＴを活用した教育の実践と課題
◯児童生徒指導の理論と実践
◯インクルーシブの理念と特別支援教育の推進
◯学校・学級経営の現状と課題
◯学校危機管理の現状と課題
◯学校教育の現代的課題
◯教育実践力の向上と秋田型協同研究システム

教職実践プロジェクトⅠ

３つの力の基礎を固め、各自のより重点的・専門的な学修に向けた足がかり
（１）
教育課程の編成・実施
に関する領域

往還

【管理職選考合格者】
↑
【管理職選考受験者】レベル

成長発達
サポート力

往還

教職経営プロジェクト

カリキュラム・
授業デザイン力

計画立案

教職実践リフレクションⅠ

学校マネジメント・
協働力

往還

省察

往還

《６単位》

往還

共通科目
２０単位

改善

教職実践プロジェクトⅡ

往還

【管理職登用名簿登載者】レベル

◯障害児支援における
チームアプローチ
◯発達障害の事例分析と
対応策の検討・評価
◯特別支援教育の教育課
程の実施と評価
◯知的障害児の理解と支
援
◯子ども理解の理論と実
践
◯子どもの発達と教育
◯学校カウンセリングの
理論と実践
◯教育活動と心理学
等

《２単位》

◯ふるさと秋田のキャリ
ア教育
◯小学校英語の理論と実
践
◯ふるさと秋田における
地域課題教育
◯道徳教育の理論と実践
◯特別活動の理論と実践
◯秋田型アクティブラー
ニングの授業デザイン
と評価
◯小・中・高連携の教科
教育カリキュラムの開
発Ⅰ
等

教職経営リフレクションレポートⅠ

◯秋田の生涯学習の理論
と実践
◯学校組織文化の形成と
機能
◯学校情報の管理と運営
◯地域教育行財政の理論
と実践
◯学校経営をめぐる法と
判例
◯学校経営戦略の分析と
策定
◯スクールリーダーの役
割と課題
◯教員の服務管理と人事
考課
等

実習科目
１０単位

《４単位》

発達教育・特別支援
教育コース科目

《２単位》

カリキュラム・授業
開発コース科目

教職実践リフレクションⅡ

学校マネジメント
コース科目

省察科目
４単位

教職経営リフレクションレポートⅡ

コース科目
１２単位

学校マネジメントコースの現職教員院生
学校マネジメントコース以外の現職教員院生

現職教員院生※２

学部卒院生

実 践
09

理工学研究科

Graduate School
of Engineering
Science

「理」
の強化による地方創生，
国際社会でのイノベーション実現のための人材養成
平成 26 年４月に学部改組により理工学部が始動しました。これに引き続く今回の大学院の発展的改組は，秋田大学のリージョナル
センターとしての機能強化の集大成といえます。
これからの国際社会や地域産業を担う高度な専門的技術者・研究者，国際的な視野をもって地域の産業を自ら生み出す挑戦者，地域
に根差したグローバル人材，これらの人材を養成すると共に，地域企業・地方行政との連携により喫緊の課題である
「地方創生 」を推
進します。また，これからの国際社会でのイノベーションを担う人材を養成し，リージョナルセンターとしての機能強化を推進しま
す。これらの目的のため，理工学研究科
（博士前期課程・博士後期課程）
を設置します。
博士前期課程では，理工学部と同様に９つのコースワークを設け，学部との連続性を重視すると共に，理の強化のために現行の生命
科学分野に加え，
「数理科学 」コースの新設，
「物質科学 」分野科目における理の増強を行います。また，理の対極にあり工の先端とし
ての創造生産工学コースを加え，理から工への連続的な架け橋を繋ぎます。さらに，研究科共通科目の新設や他コース科目の履修を
義務化することにより，分野横断的な専門知識や技術を習得した人材養成を実施します。
博士後期課程では，資源分野を除く，現行の理工学分野４専攻を再編すると共に，
「数理科学 」関連科目の新設，
「物質科学 」分野科目
における理の増強を行い，社会・企業が求めるイノベーション創出のための高い専門性と柔軟性，広い視野，理工学分野を横断した
俯瞰力・総合力を併せ持ち，指導的に活躍できる人材を育成するために，融合型の１専攻
（総合理工学専攻）
を設置します。

専攻共通

教育プログラム（博士前期課程）

医理工連携コース
秋田県の医療福祉産業の発展を担う人材育成を目的とした教育プログラム。履修対象者は本学大学院の医学系研
究科（医科学専攻）または理工学研究科博士前期課程（共同ライフサイクルデザイン工学専攻を除く）に入学し
ている者。本教育プログラムでは，本学医学部・附属病院と共同で研究を進める必要があり，これが各研究科の
修士論文にもなります。修了者には修了証を発行します。
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博士前期課程
専攻・コース・授与学位

専攻の概要

どんな人材を育てるか

生物学と化学に関連する広範な分野を専門とする教員が集結し，
理学の立場から，生命現象を有機的に理解するための知識と，生
命関連の様々な研究分野の高度な専門知識・研究能力とを効率的
に修学するためのカリキュラムを組んでいます。また，医学，薬
学，工学，農学等との境界領域や学際的分野で研究・開発を牽引
できる人材養成のための教育・研究を推進します。

生命科学に関連する広範な知識と
高度な専門能力を有し，地域連携
と国際的視野をもちながら，医療，
医薬品，食料生産，生物エネルギー
資源開発等，生命科学関連のあら
ゆる分野で研究開発を主体的に遂
行できる人材を養成します。

物理学，化学，数学を連携した基礎科学（理工学）の知識を，物
質科学の中核をになう応用化学や材料理工学へと展開し，物質が
もつ潜在能力を極限まで追求しながら，新物質・新機能の創出を
実現するための学問分野を体系的に学びます。さらに，これらを
グリーンイノベーションならびに高効率インフラシステムの推進
に向けた技術開発や研究開発に繋げるための新たな方法論を系統
的に学びます。

物質に関わる現象や機能を原子・
分子レベルの視点から理解するこ
とができ，既存の理論や技術の枠
組みを超えた革新的材料や新化学
プロセス技術の開発に貢献するこ
とができる創造性豊かな技術者・
研究者を養成します。

超高齢社会において新たな技術や価値を創造するために，①数理
科学コースでは高度な数学的概念や物理現象を含む様々な現象の
背後にある数理構造について，②電気電子工学コースでは電気エ
ネルギー・機器，エレクトロニクス，光・電子デバイス，通信ネッ
トワーク・システム制御について，③人間情報工学コースでは情
報通信技術や各種センシング技術，情報ネットワーク，アルゴリ
ズムについてそれぞれ学びます。

社会の様々な分野において新しい
問題を見いだし，修得した専門知
識と技能を主体的に活用し，基盤
産業の発展，エネルギー問題解決，
ヒトとコンピュータの調和に貢献
し，技術開発の変革を担うことが
できる人材を養成します。

近年，地球温暖化や再生可能エネルギーの開発などが社会問題に
なっており，また航空宇宙産業や廃棄物のリサイクル技術が急速
に発展しています。さらに，高齢化社会の進展に伴い，医療福祉
技術の向上や環境に調和したまちづくりが急務となっています。
システムデザイン工学専攻では，機械工学，創造生産工学，土木
環境工学の各専門分野とシステムデザインとしての横断的な分野
について学びます。

機械や宇宙・社会基盤などに関す
る高度な工学的知識を身に付け，
人間と環境に配慮したシステムを
創造的にデザインしてものづくり
を実践し，技術革新を進める上で
の多様な課題を発見・解決できる
人材を養成します。

ライフサイクルデザイン工学は，資源の採掘，製品の企画・設計，
製造から廃棄・リサイクルにいたる，製造物のライフサイクル全
体での環境負荷低減を検討する新しい工学分野であり，様々な工
学分野の知識が要求されます。当専攻では秋田大学・秋田県立大
学の資源，材料，情報，機械，電気，土木，建築，経営分野に亘っ
て設定された科目を学び，ライフサイクルデザイン工学の基礎を
修得します。

広い視野と高い倫理観を持ち，国
際的な視点から循環型社会の形成
に貢献する人材，環境に配慮しつ
つ地域社会の活性化に貢献する人
材を養成します。

専攻・授与学位

専攻の概要

どんな人材を育てるか

総合理工学専攻

理工学の各分野で自立して研究する能力を高度化し，社会と産業
界が求めるイノベーション創出に必要な学識と倫理性，科学技術
の各分野を俯瞰できる複眼的な視点と柔軟性，グローバル化する
研究開発の現場で通用する語学力とコミュニケーション能力を涵
養します。

地域社会において指導的・中核的
な役割を果たす専門的職業人，地
域産業を自ら生み出す起業家，そ
して，地域に根ざしながらもグロー
バル化社会の多様な分野で活躍す
る研究者を養成します。

生命科学専攻
生命科学コース

【修士（理学）】

物質科学専攻
応用化学コース

【修士（理工学）】

材料理工学コース 【修士（理工学）】

数理・電気電子情報学専攻
数理科学コース

【修士（理学）】

電気電子工学コース 【修士（工学）】
人間情報工学コース 【修士（工学）】

システムデザイン工学専攻
機械工学コース

【修士（工学）】

創造生産工学コース 【修士（工学）】
土木環境工学コース 【修士（工学）】

共同ライフサイクル
デザイン工学専攻 【修士（工学）】

博士後期課程
【博士
（理学）
】
【博士
（理工学）
】
【博士
（工学）
】

改組後の学生の流れ

※秋田県立大学との共同専攻
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