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学部・研究科情報誌の創刊
これまで、学部教職員限定のものとして「学部
日報」がありますが、事務的な情報提供が中心で
あり、公開されてはいません。教職大学院が発足
した 2016 年度からは、教職大学院通信「暁鐘の音
（かねのね）」が、院生の広報班を中心にして編集・
発行されています。これは教職員、院生の交流、情
報交換、広報の機能を併せ持ったものになってい
ます。２年間で８号が発行されました。
http://www.akitau.ac.jp/eduhuman/graduate/graduate_magazin.h
tml 参照
その他に、教育文化学部後援会情報誌として「ひ
だまり」が毎年１号ずつ発行されています。
http://www.akitau.ac.jp/eduhuman/guide/gu_magazin.html 参照
全学には広報誌「アプリーレ」があるのですが、
学部・研究科全体にはまだない状態です。
http://www.akitau.ac.jp/honbu/info/magazine/aprire/back/inde
x.html 参照
そこで、今回、この「みなおと」を情報誌として
試行することとしました。
「みなおと」は、1910（明
治 43）年 3 月 20 日制作の秋田県女子師範学校校
歌から取っています。
１ みなおとたかき雄物の流れ
ゆきかぜ清き鳥海のみね
矢留のまつのとはなる翠（みどり）
あさゆふにわれ等がまなびのとふときすがた
２ あさひのひかり太平の色
足穂のいねの秋田の実り
窓にのきば（軒端）に遙けく近く
居ながらにわれ等がまなびのつきせぬながめ

1967 年教育学部、1998 年教育文化学部となる）以
来の１４５年の長きにわたる伝統を有しているこ
とを感じてもらえればと思います。

http://www.akitau.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/160314.pdf 参照

1924（大正 13）年 9 月 18 日に、秋田県師範
学校の創立五十周年記念で作られた校歌があるの
ですが、漢語調で、誌名にぴったりくるものがな
いため、女子師範学校校歌から取りました。
本学部は、1873 年の伝習学校（翌年太平学校、
1878 年に師範学校に改称、1949 年に学芸学部、

この「みなおと」は今後、不定期に発行していき
ます。学生協議会の学生委員のみなさんの協力も
得たいと考えています。教職員のみなさん、学生・
院生のみなさんに記事をお願いすることがありま
すので、ご協力下さい。
【佐藤修司】
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「学貴日新」について
＊「みなおと」創刊号ということで、本学部の歴史
と理念を感じさせる「学貴日新」とその解題を掲
載します。

ものであるが、わけても、教育者たろうと志す教
育学部学生諸君にとっての研学指標として、まこ
とにふさわしい遺訓であるように思う。
（1982．12．20 教育学部長 工藤綏夫 記）

「秋田県師範学校」保戸野校舎（1930 年落成）

附属図書館２階

解 題
この扁額は、東洋史学の創始者として令名の高
い故内藤湖南博士（本名虎次郎、1866～1934）が、
1930 年に、博士の母校である秋田県師範学校（本
学教育学部の前身校）の保戸野校舎新築落成記念
として同校に贈られたもので、それ以来、終戦に
至るまで、同校の玄関廊下に掲げられ、師道を志
す多くの若き学徒の教育指標として仰がれ続けて
きたものである。長い年月を経て汚損もひどく、
大学発足後は教育学部長室の書棚の一隅に埋蔵さ
れていたが、この度、旭水会の御好意によって美
装され、図書館当局のご快諾をえて、再び大学教
職員や学生諸君の前に展示することができること
となった。
ここに録された「学貴日新」の四文字は、人の子
の師たらんと志す者はまず以て学問的研鑽と創造
の業にいそしむ者でなければならないという、博
士の信念を吐露された後輩への遺訓であると思
う。
「学は日に新たなるを貴ぶ」というのが普通の
訓みであろうが、私はこれを、
「学んで日に新たな
るを貴ぶ」と実存的によみとって、怠惰に就こう
とする自らへの戒めとすると同時に、学問的探究
によって日々新たな自然観や人生展望に恵まれる
学習者としての悦びの念を催起し、こうして多様
な価値観点を自らのものとすることによって、ゆ
とりある豊かな心を以て生きることの幸せを味得
したいものと願っている。そして、そのような学
習態度を身につけた者のみが、人の子のもつそれ
ぞれ多様な資質や才能を発掘し励まし導いて、そ
の全面的な開花発達を促すことができると思うの
で、この四文字は、全大学人の生活指標たりうる
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「秋田師範学校」中通校舎（1883 年落成）

「秋田師範学校」手形校舎（1910 年落成）

「秋田県女子師範学校」中通校舎（1910 年落成）

【佐藤修司】

「太平学校」再築校舎（1878 年落成）

「太平学校」初代校舎（1874 年落成）

新入生歓迎の言葉
教育文化学部学生協議会学生代表
地域文化学科地域社会コース４年
新入生の皆さん、入学おめでとうございます！
これからの大学で過ごす４年間を、ぜひ充実なも
のにして下さい！
大学での４年間は、皆さんが思っているよりも
あっという間に過ぎていくので、１日１日を無駄
にせず、大切に過ごしてほしいです。学生の本分
である勉強を頑張るのはもちろんですが、サーク
ルやバイトをしたり、長期休暇を有効活用して、
旅行に行ったりするのも、良いことでしょう。こ
れらは学生の特権なので、羽目を外し過ぎない程
度に、思う存分満喫しましょう！
また、外国語や海外に関心のある人は、留学し
てみるのも良いかもしれません。そして、大学は
人数が大規模な学校ですので、友達をたくさんつ
くることができるという長所もあります。秋田大
学には、秋田県内だけでなく、他都道府県や海外
から入学する学生さんもいらっしゃいます。皆さ
んには、大学生活の中で、大切な仲間をつくって

吉田

恭幸

ほしいと思います。学部・学科内のみならず、サ
ークルなどでも、仲間をつくりましょう！
大学では、専門的なことを学ぶので、高校まで
とのギャップに戸惑うなど、不安なこともあると
思います。ですが、悲観的になることはありませ
ん。相談に乗って下さる優しい先生方もいらっし
ゃいますし、むしろ、先生方は意欲ある学生の皆
さんを歓迎しているはずです！ そして、先輩方
も新入生の皆さんと同じ目線で、相談に応じてく
れるので、安心して下さい！ 苦しい時は、友達
同士で励まし合い、切磋琢磨しながら、頑張って
下さい！
最後になりますが、勉強やサークルなど何でも
良いので、何かに一生懸命打ち込んで、卒業する
時に「秋田大学での４年間はとても充実してい
た」「秋田大学に入って良かった」と思えるよう
な充実した大学生活を送って下さい。私は、先輩
として、新入生の皆さんを応援しています。

学生協議会とは
＊2014 年度より学生協議会が教育文化学部・教
育学研究科に設置されています。
その目的は、学生憲章の理念のもと、
①学生の大学・大学院生活の充実を図ること
②学生の教育及び環境の改善を図ること
③学生のボランティアを促進すること
④学生からの情報発信を促進すること

⑤その他学生の教育に関する重要事項を検討する
こと
にあります。
構成員は、教職員が７名程度で、学生が教育文
化学部・教育学研究科のコースなどの単位で学年
毎に推薦された３５名弱です。教員が議長になり
ますが、学生代表等を置いて、学生の自主的な活
動を支援しています。
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地域の未来を切り拓く学部・研究科であるために
教育文化学部長・教育学研究科長
2018 年度となり、新たな学生・院生、教職員を
迎えました。昨年度は新学部の卒業生、新研究科
の修了生を送り出し、今年度は完成から充実・発
展へ向かう段階となります。
秋田における子どもたちの高い学力、教員採用
数の回復、経済・就職状況の良好さはあるものの、
少子高齢化、人口減少、国の財政状況の悪化、運営
費交付金の減少など、私たちを取り巻く状況は決
して楽観できるものではありません。しかし、目
前の状況に右往左往したり、悲観したりすること
なく、さらなる先を見据え、戦略的に、なすべきこ
とをなすことに集中することが肝要です。
そのためには、今まで以上に学部・研究科・附属
学校園が一つの組織としての自覚、一体感を持っ
て取り組むことが条件になります。組織であるた
めには、目的・目標を共有すること、成員間のコミ
ュニケーションが不可欠です。それぞれの思いや
権利、多様性を尊重し、弱さを補い合い、強みを相
乗させたいところです。
私なりにまとめると、学部のミッションは、
「人
と地域によりそい、教育と文化を通して世界につ
ながる学びを実現すること」です。私たち教職員、
学生がともに、秋田や東北の創生と復興を担い、
まだ見ぬ未来を切り拓いていく主権者として、困
難な課題に果敢に挑みたいと思います。そして、
ここに学び、働く人々すべてが権利主体として尊
重され、価値ある人生やつながりを紡ぎ、かけが
えのない経験を積めるように努めます。
〇教員養成の充実
学校教育課程、教職大学院の卒業生の教員就職
率を維持向上すること、秋田県の小学校教員（合
格者）の占有率を６割以上とすることが求められ
ています。スタージュなど多くの努力が払われ成
果を挙げているところですが、秋田県の小学校教
員の不足が著しいことから、小学校への志向を高
め、受験者を増やすことが、秋田県教育委員会か
らも強く要望されています。
教職大学院は、優秀な現職教員院生に入学して
もらい、スクールリーダー、ミドルリーダーとし
て登用されること、有望な学卒院生に入学しても
らうことが不可欠です。学卒院生の教員就職率９
割以上の達成は当然のこととして、2019 年度の認
証評価に向けた準備も必要です。
教員養成だけでなく、教員研修も含めた教師力
の高度化への寄与が文部科学省から強く求められ

佐藤 修司

ています。教育実践研究支援センターを教師力高
度化センター（仮称）に改組し、秋田県総合教育セ
ンター、秋田市教育研究所との連携を一層強める
ことが求められます。
〇地域連携の充実
地域文化学科に限りませんが、秋田県内に就職
する人の割合を高める必要があります。地域文化
学科を学部の中に残せたことは、全国的に見ても
希有な例で、本学部にとっての大事な強みにもな
っています。学部が分かれてしまえば、双方が弱
小化し、連携も取りにくくなるおそれがあります。
ただ、同じ学部の中にあっても、学校教育課程と
地域文化学科が協働的な関係になければせっかく
の強みが発揮できません。地域にとって学校が不
可欠であるように、学校にとっても地域やその経
済、産業は存立のための条件です。
課程と学科とでは教育目的を異にするわけです
が、学生が授業や課外活動を含めて、課程・学科の
枠を越えた学び、関係づくりができるようにした
いものです。そのことによって教員養成と地域連
携を融合し、困難を抱える地域の創生に取り組む、
全国に例を見ないオンリーワンの先進的な学部を
創ることができます。
〇国際交流、心理実践の充実
地域文化学科にこの 4 月から新たに「国際文化
コース」「心理実践コース」が誕生しました。国際
交流の機能を高め、留学者の受け入れと送り出し
を増やすこと、秋田などの地域の国際化に貢献で
きる人材を養成することが求められます。また、
公認心理師の養成に向けて、学部、研究科の指導
体制を充実し、心理的な面で地域や教育、福祉、医
療等に貢献できる人材を養成することに努めま
す。
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２０１７年度卒業生に贈ることば
前教育文化学部長・教育学研究科長

この度、秋田大学の学位記を取得された皆さん
に対し、これまでの勉学努力を讃えるとともに、
心より卒業をお祝い申し上げます。皆さんは、秋
田大学でのさまざまな学びにより、多くの知識と
技能を獲得し、それらを知性へと発展させ、今、そ
の知性を社会で発揮すべく、大きく羽ばたこうと
しています。
今日、学舎を巣立つ諸君に、秋田大学教育文化
学部で学んだ大切なもの、そして、これからの皆
さんにとって、大きなアドバンテージになるもの
をお伝えし、エールを送りたいと思います。その
キーワードは、「ダイバーシティ・多様性」です。
本学部で学んだ皆さんがご存知のように、わが
教育文化学部には、人文・社会科学から自然科学
にまで及ぶ幅広い学問分野にわたる研究者が集っ
ています。本学部の強みは、この幅広い様々な専
門分野を網羅する、
「知の多様性」にあります。そ
して、どの教授陣も学生諸君もこの多様性を尊重
し、大切にしています。そのことを、誰も声高には
言いません。それは、教育文化学部にとっては、ま
るで空気のようなもの、別の言い方をすれば、教
育文化学部の「風土」として、当たり前に存在して
いるものといえましょう。皆さんにとって、この
ことは当たり前すぎて、意識することはなかった
かもしれませんが、この多様性を尊重し、大切に
する姿勢こそが、これから社会に旅立つ皆さんに
とって、とても大きな「力」となることを確信しま
す。
皆さんは、知っています。多様性が尊重され、大
切にされるのは、ある特定の人種や民族、特定の
宗教や文化、そして特定の価値や政治的意見だけ
が優れているのではなく、それぞれの存在がその
価値を持っているからに他なりません。私たちが、

武田 篤

様々な存在に対して配慮と敬意を払うのは、その
結果として、個人や社会に大きな力を生み出すこ
とを知っているからです。多様な価値や考え方が、
互いにぶつかり合うことによって、より高い次元
へと飛躍することができます。
皆さんは、多様な価値や考え方、生き方を尊重
する、この大学で学ぶ中で、目先のことに惑わさ
れず、ぶれず、そして、たくましさと優しさを身に
つけることができました。自分とは違った価値や
考えを異質なものとして排除するのではなく、そ
れらを自らの内に取り込むことによって、様々な
事態に対し、しなやかに対応していくことのでき
る、凛とした本当の強さと優しさを手にいれるこ
とができます。
そのために大切なことは、異なった価値や考え
とたえずコミュニケーションをし、互いにその良
さを評価しあうことを大切にすることです。本当
のコミュニケーション力とは、
「立場や世代が違う
人を理解し、自分との接点を見つけ、関係をつな
いでいく力」といえます。もう一度繰り返します。
本当のコミュニケーション力とは、
「立場や世代が
違う人を理解し、自分との接点を見つけ、そして、
関係をつないでいく力」
、これが本当のコミュニケ
ーションの力です。
皆さんがこの秋田大学教育文化学部で学び、身
に付けた「多様性の尊重」ということを、ぜひこれ
からも大切にしてください。そのことが、皆さん
自身の人生を豊かにするだけでなく、皆さんの大
事な人、そして皆さんの周りの人たちを笑顔にし、
そして、幸せにしてくれます。
最後になりましたが、皆さんがこれから進む道
はさまざまですが、秋田大学の卒業生であるとい
う誇りをもって、これからの人生の航路をしっか
りと進まれることを祈っております。
「こころから、卒業おめでとう。
」
皆さんのご健康とご活躍を心から祈念して、お
祝いのご挨拶と致します。
【2018 年 3 月 22 日に秋田ビューホテルで行われ
た旭水会（本学部・研究科同窓会）主催「卒業を祝
う会～新入生歓迎会～」での挨拶です。
】
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教育文化学部及び大学院教育学研究科と秋田刑務所が
学生の人材養成等に関する連携協定を締結
秋田大学教育文化学部及び大学院教育学研究科
と秋田刑務所は、それぞれの持つ人材、知識、情
報などの資源を活用して相互に協力することによ
り、再犯防止推進法等の推進、人材の養成に寄与
することを目的として連携協定を締結しました。

とによって、受刑者の改善指導のプログラムに対
する効果検証等、より良いものとなっていく。再
犯の防止に向けてさらに取り組んで行きたい」と
挨拶がありました。
この協定によって、相互の人材、知識、情報な
どの交流及び活用を図り、それらを通じて、再犯
の防止等を推進し、大学の基本理念を遂行するほ
か、地域活性化に貢献する人材の養成及び矯正行
政の発展に寄与するものとしています。
＊http://www.akitau.ac.jp/honbu/event/item.cgi?pro6&1068 より

挨拶する武田学部長
主な連携内容は、学生の人材養成（公認心理師
養成に伴う講義や実習に関すること）や教員の共
同研究（受刑者の特性に応じた改善指導方法の検
討）など。

秋田刑務所庁舎前

協定書に署名した五十嵐所長と武田学部長
2 月 8 日に秋田刑務所で挙行された協定締結式
では、武田篤教育文化学部長と五十嵐定一秋田刑
務所長による協定書への署名が行われました。武
田学部長は「秋田刑務所とはこれまで教員の研究
面での交流は行われていた。平成 30 年度から心
理学の初の国家資格である公認心理師養成のカリ
キュラムが開始されることを受け、学生が矯正領
域での心理学を学ぶ場としてさらなる協力を仰い
でいきたい」と述べました。五十嵐所長からは
「大学の研究のノウハウを反映させていただくこ

http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/sagy
o/sisetu_akita.html より
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２０１８年度主な役職者等の紹介
◎執行部
学部長
佐藤修司
副学部長（研究・地域連携・点検評価・広報担当）
林 良雄
副学部長（教育・教員養成・財務・施設担当）
佐々木和貴
教育実践研究支援センター長（教職大学院担当）
佐藤 学
附属学校園代表（附属学校園担当）
成田雅樹
学部長補佐（キャリア支援担当）
宇野 力
学部長補佐（教員養成・附属担当）
鎌田 信
学部長補佐（ＦＤ・ＩＲ担当）
小池孝範
学部長補佐（地域連携・学生支援担当）臼木智昭
事務長
柳谷 勉

地域連携委員長
地域文化コアカリキュラム委員長
国際交流委員長
留学生委員長
広報委員長
点検・評価委員長
学生協議会議長
学生支援基金運営委員長
財務委員長
施設利用計画検討委員長
安全管理委員長
情報システム管理委員長
人事委員長
人権倫理委員長

◎課程・学科・専攻・コース等
学校教育課程主任
教育実践コース主任
英語教育コース主任
理数教育コース主任
特別支援教育コース主任
こども発達コース主任
地域文化学科主任
地域社会コース主任
心理実践コース主任
国際文化コース主任
教職実践専攻長
学校マネジメントコース長
カリキュラム・授業開発コース長
発達教育・特別支援教育コース長
心理教育実践専攻長・コース長

◎附属関係
附属幼稚園長
附属小学校長
附属中学校長
附属特別支援学校長
附属学校運営会議長
附属学校経営委員長
附属学校学部共同委員長
附属学校子どもの人権委員長

◎各種委員会等
学部運営会議長
教育企画会議長
学術研究推進会議長
ＦＤ推進委員長
入学試験委員長
教務学生委員長
学務委員長
キャリア委員長
教員養成委員長
教職入門実施委員長
教育実地研究実施委員長
教育実習実施委員長
介護等体験実施委員長
教職実践科目実施委員長
保育士養成実施委員長

三戸範之
外池 智
若有保彦
宇野 力
鈴木 徹
森 和彦
柴田 健
篠原秀一
北島正人
高村竜平
佐藤 学
原 義彦
田仲誠祐
藤井慶博
森 和彦

佐藤修司
佐々木和貴
林 良雄
小池孝範
中野良樹
和泉 浩
藤井慶博
宇野 力
佐々木和貴
瀬尾知子
石井照久
川村教一
高田屋陽子
田口瑞穂
山名裕子

林 良雄
大橋純一
杜
威
杜
威
林 良雄
林 良雄
臼木智昭
臼木智昭
佐々木和貴
佐々木和貴
佐々木和貴
佐々木重雄
佐藤修司
佐藤修司

奥山順子
成田雅樹
原 義彦
藤井慶博
佐藤修司
成田雅樹
藤井慶博
鎌田 信

◎大学本部（本学部関係）
理事（教育・学生・地方創生・広報企画担当）・
副学長
志立正知
地方創生センター長
志立正知
教育推進総合センター長
志立正知
学生支援総合センター長
志立正知
高大接続センター長
志立正知
副学長（評価・ＩＲ担当）
上田晴彦
評価・ＩＲセンター長
上田晴彦
学長補佐（地域協働担当）
臼木智昭
地方創生センター副センター長
臼井智昭
学長補佐（男女共同参画担当）
山名裕子
教員免許状更新講習推進センター長
森 和彦
同上
副センター長
石井照久
ハラスメント相談員
堀江さおり
石沢真貴
武田 篤
小野寺倫子
学生相談所専門相談員
柴田 健
学生相談所相談員
堀江さおり
武田 篤
小野寺倫子
中尾信一
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