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スタージュ・スプリングキャンプ２０１８ 
 
4月 27日 17:00～28日 15:30の１泊２日で秋田県青少年交流センターユースパルにて、学部キャリア

委員会主催により標記の会が開催され、学生・院生 54名、教員 20名、事務職員 2名が参加しました。
スタージュは教員採用試験受験予定の学部・研究科の学生に対して面接、小論文等の対策・支援を行っ
ているもので、キャンプは秋にも実施しています。今回参加した学生の佐藤美月さん、井上駿太さんに
感想を書いてもらいました。 

 

こども発達コース４年 佐藤美月 

私は今回のキャンプへの参加によって、志望動

機や自己ＰＲなど今まで曖昧になっていたものを

言葉として固めることができました。なぜ教員に

なりたいのか、なぜ秋田県なのか、なぜ中学校な

のか。「何となく」でこれまで来たものに改めて向

き合い、自問自答を行うことで、十年後自分が在

りたい姿についても見えてきたように思います。 

最近は授業も少なくなり、共に自習しているメ

ンバーも自分の志望先や教科に偏りがちですが、

今回のキャンプでは校種や教科の違う他の参加者

と関われたことも良い刺激でした。様々な専門分

野や経験を持った先生方も含め、普段とは違う考

えや視点を得ることができ、他者の意見を取り入

れる新鮮さを感じました。 

2 か月半後に迫る 1 次試験に向け、モチベーシ

ョンを高めることができました。今後は、弱点で

ある専門科目を中心に記述の対策を進めつつ、自

分を常に客観的に分析し、自身の強みや教員とし

ての在り方を探っていきたいです。 

 
【ユースパル前での記念撮影】⇒ 

理数教育コース４年 井上駿太 

私は、スプリングキャンプでの自己分析を通し

て、自身の人物像について明確にし、自己ＰＲや

志望動機をより具体的なものにすることができま

した。また面接練習や小論文対策では、同じグル

ープの学生や担当教員と意見交換を行う中で、自

分の良いところや課題について客観的に捉え、改

善に努めることができました。 

私のコースには、小学校を志望する人が少ない

ため、今回のスプリングキャンプの中で、同じ志

望校種の学生とディスカッションをする機会は新

鮮で、自信に繋がったり、新たな課題を見つける

ことができたりと多くの刺激を受けることができ

ました。また、担当教員をはじめ、多くの先生方か

らアドバイスをいただくことのできる環境が整っ

ており、積極的に質問をしたり、志望動機や自己

ＰＲの添削をしてもらったりすることができまし

た。 

今回のスプリングキャンプでの経験を通して得た

ことを、今後の採用試験対策に活かしていくとと

もに、課題について考察し、解決に向けて採用試

験までの残り時間を有意義なものとしたいです。 
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地域社会コースでの学び：フィールドワーク 

 
地域社会コース３年 菅健太郎 

私は現在、地域社会コース（地域環境領域）で学

んでいる３年生です。地理学を中心としつつも、

自然、文化、経済、歴史…と幅広い専門分野を学べ

るため、どのようなことを学んでいますかと聞か

れると、端的に答えることは難しいです。しかし、

複数の学術分野を横断的に学ぶ可能性を得られて

いると思います。 

地域社会コースでは、概論など座学はもちろん

ですが、大学の外に出て調査実習を行うフィール

ドワーク形式の授業も数多く存在します。これが

このコースでの学習・履修上、最大の特徴・魅力の

一つと言っても過言ではないと思います。その内

容は、基礎的段階では大学に程近い手形山の植生

を観察するものから、秋田駅周辺で高齢者向けに

工夫された設備を調査するものまで様々です。他

のコースや分野と比較すれば、ひたすら歩くこと

が多いので、体力的に疲れる時もありますが、自

分自身でまち・むらを歩き、自らの目で事実を確

かめることが出来る点が特徴であり、魅力である

と感じます。 

このように、基礎的段階では大学周辺でのフィ

ールドワークが多いのですが、秋田県外で行う授

業もあります。その一つが、私が参加した愛媛県

宇和島市での野外調査実習です。私達の班では、

宇和島市の「九島」という離島で、島と本土を結ぶ

橋が新たに建設されたことによる生活の変化を、

およそ５日間かけて野外観察と住民への聞き取り

結果をふまえて考察する、という調査実習を行い

ました。住民の「声」が聞けなければ成立しないも

のであったため、最初は不安でしたが、島の方々

は本当に温かく、多くのデータを集めることがで

きました。さらに、海で獲れた魚を捌いてご馳走

して頂いたり、船に乗せて頂いたりと、多くの貴

重な経験をすることもできました。沢山の方々の

優しさに触れるうちに、人との出会いをより大切

にしたい、という気持ちが強まりました。そして、

ほんの少しだけ人間的にも成長したような気がし

ます。 

３年次になり、授業履修の数は減りましたが、

これまで見てきたこと、聞いてきたこと、学んで

きた事を忘れず、今後の大学生活を過ごしていき

たいです。 

【宇和島市九島の海と漁港】 

（2017年９月下旬，著者撮影） 

 

 

【5階の 4号館渡り廊下から見る鳥海山（5月 20日）】 

【３号館前の池で泳ぐカルガモ（5月 16日）】 

  



3 

 

教育文化学部における天文台の活動 

 

毛利春治（技術部技術長） 

  秋田大学教育文化学部天文台では、市民や学生，

児童・生徒及び小中高教員への天文または天文教

育に関する知識の普及等のために、天文に関する

講座、講習会及び観察会等を行っています。 

 

〇天体望遠鏡 

秋田大学教育文化学部 3 号館の屋上には天文台

（天体観測室）があります。直径 5.5 m のドーム

の中には、口径 45 cm の反射式天体望遠鏡「ミル

エル（愛称）」が設置されています。ほかに口径 10 

cm の屈折赤道儀式天体望遠鏡 10 台や太陽望遠鏡

などがあります。 

 

〇市民に天体観察の楽しさを広める活動 

 また、広く一般の方に天体観察の楽しさを広め

るために活発に活動しています。中学生や高校生

を対象とした天文台見学、市民を対象にした夜間

天体観察会やサイエンス・カフェを企画・開催し

ています。毎月第一土曜日夜には、夜間天体観察

会や天文サイエンス・カフェが行われます。 

 夜間天体観察では、大型天体望遠鏡「ミルエル」

を使っていろいろな星を観察します。天文サイエ

ンス・カフェでは，市民自らが話題を提供します。

また、大学の教職員が講師になって、最新の天文

現象や天文学の話題を分かりやすく解説する天文

講演会も年間 6 回程度行っています。 

 それ以外にも、日食や月食などの特別な天文現

象の観察会を開催したり、4 月の科学技術週間や

大学祭に合わせた特別公開、星のソムリエでお馴

染みの星空案内人資格認定講座も行ったりしてい

て、年間の来場者数はのべ 500 人以上と、様々な

機会を通して地域の天文教育の普及活動に大きく

貢献し、たくさんの市民の皆様に秋田大学に親し

んでいただいています。 

 また、これらの施設は教育や研究活動にも使わ

れています。 

 

〇地域の天文台へ 

秋田県内で一般公開されている天文台は少なく、

年間を通して定期的にイベントを開催しているの

は、秋田大学教育文化学部天文台だけです。一般

市民や児童生徒が本物の天体を自分の眼で観察で

きる数少ない機会を提供することが私たちの使命

です。ぜひ、市民のみなさまも、秋田大学教育文化

学部天文台を積極的に活用していただければと思

います。天文台の施設を見学・利用したい方は、お

気軽にお問合せ下さい。 

 
【学生実習「天体観測入門」の様子】 

 

 
【星空案内人資格認定講座の様子】 

（講師は成田総括技術長） 

 

 
【中学生の天文台見学の様子】 

 

 

問合せ先：地学準備室 018-889-2655（担当：毛利） 

天文台 URL： 

http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-

at/index-c.html
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学部の創立記念日はいつ？－歴史をたどる① 

 

伝習学校の創設は 1873年ですので、今年は 145

周年で、150周年が近づいています。新制国立大学

学芸学部の発足は 1949年で、今年は 69周年です。

教育文化学部が 1998 年発足で、今年は 20 周年で

す。ちなみに本学部同窓会である旭水会は 1887年

創立（当初は「秋穂会」。1895年から旭水会）で、

今年 130周年記念行事が行われます。 

では、創立記念日はいつか知っていますか。伝

習学校は、文部省への設立上申書が 1873（明治 6）

年 9月に出され、その中で 10月 1日開業を申請し

ていて、10 月 17 日付けで文部省から承認されて

います。教員は 9月と 10月に任命されていて、学

校開設及び生徒募集開始が 9 月 17 日であるとす

る記述が見られること、当時の通信・交通事情と、

多くの生徒が寄宿舎に入らなければならなかった

ことから、授業開始は 11月くらいからだろうとさ

れています。百年史は、総合的に見て、9月をもっ

て創立されたととらえていますが、9月 17日とし

てもいいように思います。 

伝習学校は日

新学校と広業学

校を廃止して設

けられました。藩

校明徳館（1789年

に明道館として

設置され、1811年

から明徳館。1871

年には廃藩置県

で自然閉鎖状態。

現在の美術館あ

たりにあった。）

がなくなった後、

日新学校は 1873年 2月に中通に設置され、広業学

校は 3 月に大町に設置されています。日新学校に

は 6 月に洋学科（洋学校）が付置され、これが現

在の秋田高校の源流となります。日新学校は伝習

学校の附属学校となり、広業学校は一般の小学校

となっていきます。 

最初の教員 10名の内６名は熊谷県（現在の埼玉

県）から来ていて、平均年齢 25歳くらいで正規教

員月給 12円なのに対し、秋田出身の 4名の平均年

齢は 39歳くらいで、教員試補扱い、月給 6円でし

た。熊谷県の小学校教員伝習所に関わっていた金

子精一が初代校長となっていて、その弟子筋を秋

田に連れてきたわけです。生徒の１期生は 40～50

名くらいいたようで、15 歳くらいから 55 歳くら

いまで、幅広かったようです。最初は３ヵ月で修

了して、小学校教員の辞令を受けていました。 

当初、毎月 31日を除く末尾が 1と 6の日が休み

となっていて、４日間授業を受けると１日休みで

した。週休二日だったわけです。それが 1874年 4

月 3日には日曜休日になりますが、1875年には 1、

6休みが復活し、翌 1876年に再び日曜休日となり

ます。授業は午前９時から午後３時まで、昼休み

１時間を除いた５時間でした。 

伝習学校は、下中城町（今の県民会館や旧美術

館などのあたり）に設置されます。本来は、藩校明

徳館を使用するはずでしたが、維新後は明徳館の

建物が県庁として使用されており、しかも、1873

年 8月 24日に焼失してしまっています。 

 

1874年 7月 1日に、伝習学校と洋学校を併合し

て、太平学校となります。太平学校は、明徳館跡に

建てられました。この太平学校は 1877 年 1 月 14

日に焼失します。その後、再建され、1878年 4月

12日・13日に開校式が行われます。そして、その

4 月 17 日に秋田県師範学校と改称され、さらに、

12月 25日に秋田師範学校と改称されました。 

太平学校は、伝習科、中等科、附属小学校からな

りました。1892年頃までは、校長が県学務課長（今

であれば教育長）を兼任しています。教育行政機

関と一体であったと言えます。小学校の教科書・

教材の編輯・出版も行っていました。1880年に女

子師範学校が独立開校し、1882年に中学師範予備

科が独立して秋田中学校が開校します。 

本来、藩校明徳館の流れを汲むのは洋学校（後

の中等科、予備科）だったのでしょうが、伝習学校

を設置・運営するための経費を、文部省から受領

した小学委託金でまかなったため、小学校教員養

成機関であることを前面に出し、洋学校を附属扱

いにしたと考えられています。  

＊学部百年史より作成【佐藤修司】

「秋田城郭市内全図」1868 年当時 

「太平学校」初代校舎（1874 年落成） 
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倫理学研究室の教え（４箇条） 
 

立花 希一（2018年 3月退職・倫理学教員） 
私が着任した 1987年当時は教育学部でした

が、教員組織としての研究室の管理運営には問題

があったようです。例えば、教授が講師や助教授

を顎で使ったり、自分だけが教授でいたいがため

に昇任人事を妨害したりといったことです。しか

しながら、私の所属した倫理学研究室では、15

歳年長の持田行雄氏が「教授」でしたが、「教育

研究に携わる者として、職階は関係なく対等であ

る」という持論に基づいて私を遇してくれまし

た。しかも、私が研究に専念して業績を積み講師

から助教授、教授へとスムーズに昇任できるよう

にと、学部の管理運営等の業務をかれが一手に引

き受けてくれたのです。幸運にも私はこのような

恵まれた環境で育ち 31年の教育研究生活を送っ

たのですが、指針とすべき貴重な考えをいろいろ

な機会にかれから学びました。今は無き倫理学研

究室の教えとして紹介させていただきます（私が

加味したものもあります）。 

倫理学研究室の教え（４箇条） 
１．金銭と女性の問題は弁解の余地なし 
・科研費不正使用・カラ出張等、セクハラ・パワ
ハラ・アカハラ等、絶対ダメ！ 

・女子学生との関係に気をつける！（全国的に問
題になる例が見られる） 

２．学生の教育指導が最優先事項 
・例えば、もし学生指導と会議がバッティングし
た場合、会議欠席は許される 

・職務の優先順位をどうつけるかがとても大事 
３．研究は研究者の責務 
・研究論文執筆は研究者としての社会的責任（論
文ねつ造など以ての外） 

・毎年度少なくとも１本の論文発表 
・講演・原稿執筆依頼等を断らないようにするた
め、つねに複数の新しい研究テーマを用意 

・研究できる環境の確保（講師、助教授が研究に
専念できるように教授が管理運営） 

・速やかな昇任人事に尽力・協力 
４．良い人間関係の構築 
・互いに信頼できる友人を同僚のなかから見つけ
よ！人間を見る目を養え！ 

・悪意をもってひとを裏切ったり陥れたりする人
間は問題外 

・自分のステップアップのために大学、学部、教
職員、学生を手段として利用する人間は要注意 

・教育研究に携わる者として上記３箇条の価値観
を共有する人間を大切に！ 

 
この教えを守ってもらいたくて、ここで述べた

のではありません。この（外的）教えに従うだけで

は、カントの戒める「他律」になってしまうでしょ

う。もしこの４箇条に興味をもっていただけたと

したら、これを叩き台として批判的に吟味・検討

し－例えば１の女性だけへの言及は問題発言です

から修正が不可欠でしょう－自分なりの具体的な

方針を作っていただけたらと切に望むからです。 

職場の教育・研究における人間関係の雰囲気が

ますます良くなることによって、学部、大学の教

育研究の発展、社会貢献、地域貢献のさらなる充

実を祈念しております。 

（本稿は 3月 5日開催の定年退職等教職員を送る会で

行った退職者挨拶を加筆修正したものである。） 

【グラウンド沿いの八重桜並木（4月 30日）】 

【３号館中庭から見える天文台(5月 16日)】 
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５月：新緑の季節を迎えたキャンパスの風景 

 

 
【２号館前の旭水苑のツツジ(5月 16日)】 

 

 
【３号館中庭のツツジ(5月 15日)】 

 
【３号館 60周年記念ホールの壁画(5月 16日)】 

 

 

  
【３号館側から眺めるツツジ(5月 12日)】 

 
 

 

キャンパスはようやく新緑の季節を迎え、いろいろな

木々の花、草花が次々に咲いています。新入生も新たな学

生生活に慣れる時期ではありますが、五月病と言われるよ

うに、気が抜けてしまう時期でもあります。目標をきちん

と持って前向きに行きたいところです。（6/4記） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・発行 秋田大学教育文化学部／教育学研究科・ 

・TEL  018-889-2509 FAX 018-833-3049  ・ 

・http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/     ・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【４号館脇のライ

ラックの花(5月

16日)】 

 

【教育門脇の草花

(5月 26日)】 

 


