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７月２８日オープンキャンパスを開催しました
好天に恵まれた 7 月 28 日、秋田大学のオープ
ンキャンパスが開催されました。教育文化学部
には、高校生 965 名、保護者 210 名、引率教員 5
名（受付を済ませた人のみ）の方々が訪れまし
た。スタッフとして参加してくれた学部の学生
は約 160 名、教職員は約 80 名でした。スタッフ
の学生は大学が用意したお揃いのＴシャツを着
て対応しました。

【３号館前の受付の様子】

【６０周年記念ホールでの全体会の様子】

【アカペラサークルｉｘｉによる歌】

【秋田大学競技ダンス部によるダンス】

【各コースのブースでの様子】

【ご来場・ご協力ありがとうございました】

学生協議会によるオープンキャンパスの取り組み

学生協議会は、学生の大学・大学院生活の充実
を図ることを目的に、２０１４年度に設置された
「学生による、学生のための組織」といえます。
今年度は、大学の行事や広報活動と一体的に活
動し、先ごろ行われたオープンキャンパスにおい
て、学生が主体の広報活動や情報発信を行うこと
にしました。主な企画としては、①学部各コース
会場の案内を行う総合案内、②高校生を対象にし
たキャンパスライフに関する相談窓口、③学部の
雰囲気を実感してもらうために、会場を利用した
キャンパスラリーを行いました。

地域社会・心理実践講座 臼木智昭
学生たちは、忙しい時間のなかで、企画の検討
や当日の準備を精力的に行ってくれました。その
甲斐あってか、当日は多くの来場者が案内所や相
談窓口をご利用頂くことができました。学部の情
報発信の一翼を担うことに、学生達も充実感や達
成感を得たようです。
こうした取り組みは今年度が初めてですので、
反省点もありますが、次年度の企画につなげてほ
しいと思っています。

オープンキャンパスに参加して
地域文化学科地域社会コース 3 年次 籾山琴乃
今回初の試みとして、学生協議会が教育 3 号館
ピロティにて教育文化学部総合案内と、オープン
キャンパスに来てくれた高校生を対象とした相談
所を設けました。わたしはピロティの教育文化総
合案内を行いましたが、一番苦労したのは、会場
や館内施設のご案内でした。
学部や各コースの企画が行われている教室への
案内は、あちこちに案内の貼り紙はたくさんある
のですが、記載内容が沢山ありすぎて、お客様が
目指している場所を見つけられないケースがとて
も多かったように感じました。
そのため、道案内をするのはとても大変でした。
結局、教室まで同道してご案内する方法が一番簡
単で、親切な方法だと思いますので、来年には案
内所の担当者にはしっかりと引き継ぎたいと思っ
ています。
準備も含めて、いろいろ大変なこともありまし
たが、この仕事を通じてうれしかったことは、お
相手したたくさんの方々からお礼や感謝の気持ち
を伝えていただいたことです。おかげで、とても
充実した 1 日となりました。

地域文化学科地域社会コース 2 年次 森井基貴
今年度から企画されました学生協議会は、全体
として参加者である高校生や親御様方の要望に応
える事が出来たというのが第一印象です。キャン
パスの複雑な構造や、それぞれの学科・コースの
企画ブースが点在していた中で、各々のコースで
対応していた学生達の他に、総合案内として構え
ていた私たちのブースは今後とも必要だと確信し
ました。
独自企画であるキャンパスラリーは、コンプリ
ートされた高校生も何人かおり、教育文化学部の
魅力を感じて頂けたと思います。相談コーナーで
は、一人暮らしを予定している家族らが学生生活
について質問されていたり、他愛もない質問で大
学生の雰囲気を感じ取って頂けたりと、
「教育文化
学部のどこに質問しに行けば分からない」、「明確
な質問は無いけど大学の感覚を知りたい」といっ
たニーズに対応出来たと思います。
私たちはこの多
様かつ専門性のあ
る学部への入学希
望者の、橋渡し役
として担っていく
事が来年度でも求
められることが分
かりました。あれ
これと模索した今
年度ですが、最初
の一歩としてまず
まずの活動を行え
たと自負しており
ます。

脱水が生体に及ぼす影響についての新知見

厳しい暑さが続いた今年の夏、皆様いかがお過
ごしでしたか？残念なことに、今年も全国各地で
熱中症が多数報告され、教育現場でも校外学習に
出かけた児童が熱中症により死亡する事故が発生
しました。このような熱中症による悲劇を未然に
防ぐためには、こまめに水分補給を行って脱水を
予防することが基本です。しかし、運動中などは
多量の汗をかくため（暑い中キツい運動を行う
と、発汗量は１時間で２リットルに及ぶこともあ
ります！）、こうした場合に適切な水分補給を行
うことは簡単ではありません。そこで私は、運動
中の効果的な脱水対策や熱中症対策を新たに開発
することを一つの目標とし、現在はその土台とな
る理論を構築すべく脱水とからだの機能に関する
基礎的な研究を進めています。

暑熱下で運動を行い脱水状態となってしまう
と、心臓から拍出される血液の量（心拍出量）が
減ることが知られており、これはからだにとって
大きなストレスとなります。最近、私は英国ブル
ネル大学の González-Alonso 教授らとの共同研究
において、長時間の運動中に脱水により心拍出量
が減る仕組みの解明に取り組みました。その結
果、脱水による心拍出量減少は、心臓内に充満す
る血液量（心臓は収縮・拡張のサイクルを繰り返
し、拡張のタイミングでは血液が心臓内に流れ込
みます）が減ることが主な原因であることなど、
これまで「想像」でしかなかった仮説を初めて実
証しました。この成果を「Dehydration reduces
cardiac stroke volume during prolonged
exercise largely through reductions in
venous return and left ventricular filling
（長時間運動中の脱水時には主に左室充満血液量
と静脈還流量が減少することで心 1 回拍出量が減
少する）」と題し、2018 年 7 月 4 日～7 日にアイ

教育実践講座スポーツ・健康教育研究室 渡邊 和仁
ルランドのダブリンで開催された第 23 回欧州ス
ポーツ科学会議にて発表しました。この会議は、
毎年約 3000 名の研究者が集う、スポーツ科学分
野における最大規模の国際学会です。また、光栄
にもこの研究発表は高い評価を受け、ゲータレー
ドスポーツ科学研究所（GSSI）からヨーロッパ以
外の若手研究者 3 名に贈られる賞である「GSSI
Young Scholar Travel Grant Award」を受賞しま
した。これを励みとして今後も新たな発見を求め
て研究に取り組み、将来的に夏季の学校体育や部
活動における安全対策の強化などに応用していき
たいと思っています。

＊右は Gatorade Sports Science Institute 所長

日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞」を受賞して

「10 歳の壁」
今はもう現役を退かれたある先生がおしゃって
いたこの言葉が、印象に残っている。この先生の
仮説で、子どもの才能開発は 10 歳までにしてお
かないと、もっと成長してからでは遅い、という
のがこの言葉の主旨である。教育科学的なこの仮
説の是非はさておき、この先生は活動資金を獲得
して、子ども向けの科学体験教室に毎年熱心に取
り組んでいらっしゃったことが今でも思い出され
る。
理科の教育は、国が定めた学校教育の枠組みに
しっかり位置付けられているが、学校以外で行う
教育（インフォーマル教育）において取り組まれ
る科学の教育にはそのような縛りがなく、自由に
内容を設定できる。科学に関する学力をどのよう
に定義するのか、教育活動でどんな学力を身につ
けさせるか自由に設定できる分、しっかりと教育
活動の中身を吟味しないといけない。活動を自由
に設定できる一方、評価がなおざりであると教育
とは言えない。評価がなければ教育ではなく、単
なる科学体験とも言える。科学体験の意義は、理
科教育のそれと比べて薄いのだろうか。
10 歳までにさまざまな自然現象に接し、自然
現象を理解しようとしたり解釈しようとしたりす
ることが大切なのではないかと、件の先生は考え
ておられたようだ。私たちが暮らしている身の回
りでは、自然現象がふんだんに起こっている。し
かし、自然をとらえる「枠組み」を頭の中に持っ
ていないと、そうと認識できない。つまり、その
人にとって自然現象は起こっていないのと同じで

英語・理数教育講座 川村 教一
ある。自然のものや現象をとらえる「枠組み」と
いうものがあるんだよ、とあの先生は小学生たち
に伝えたかったのだろうか。だとしたら、評価は
していなくても科学の教育として十分意義ある活
動だろう。
ところで私たち理科教育学研究室では、これま
での研究室所属教職員（藤田静作名誉教授、石橋
研一准教授、田口瑞穂講師、山下清治技術専門職
員）や学生とともに、秋田の子どもたちのため
に、大学であるいは県内各地で科学教室の実施に
取り組んできた。大学で毎年行ってきた「ひらめ
き☆ときめきサイエンス」（日本学術振興会事
業）での科学教室もその活動の一環である。この
たび、幸いにも推進賞を受賞することができた
が、これまでの伝統ある当研究室の活動の蓄積を
評価していただいたとも考えている。理数教育に
力を入れている秋田県の教育に貢献すべく、小学
生はもちろんさまざまな年代の子どもたちのため
に、あの先生に負けないように、これからも活動
していきたいと考えている。

平成 30 年度秋田市役所蕗学会および県庁同窓会設立懇親会 報告

市役所の同窓会である蕗学会は平成 10 年に設
立され、すでに 20 年の歴史を持つ。会員数も市
教委の関係者を含め 145 名と大所帯で、今年度の
総会及び懇親会も、約 50 名の参加を得て、8 月
24 日、キャッスル・ホテルにて盛大におこなわ
れた。来賓として学部長代理の私と、旭水会会長
の千葉昭先生が祝辞を述べ、併せて本学部の「み
らい創造基金」への寄付金目録の贈呈があった。
蕗学会が、これほど大きな組織で、しかも毎年こ
のような会を開催していることを知り、大いに力
強く思うと共に、この同窓会組織ともう少し具体

副学部長 佐々木和貴
的な形で、さまざまな交流を深めていくことがで
きればと、強く感じた。
一方県庁の方は、いままでこうした同窓会組織
がなかったが、このたび、和田聡様（H2 卒 中学
校課程 社会）の献身的な尽力によって、総勢 96
名の同窓会組織が立ち上がり、8 月 31 日にパー
ク・ホテルにて設立懇親会が開催された。
本学部からは、県庁との連絡役としてお手伝い頂
いた臼木智昭先生と私が出席し、中心的なメンバ
ー11 名と大いに親交を深めてきた。こちらは、
発足したばかりで、これから徐々に体制を整えて
いくことになる。もちろん、同窓会として、今後

あたたかく本学部卒業生を迎え入れて頂くこと
が、一番お願いしたいことだが、将来的には学部
と県庁とのさまざまな形での協力関係の、窓口に
もなっていただければありがたい旨のお願いもし
てきた。実現できれば、同窓会としては理想的か
と思う。
以上、市役所と県庁に本学部の同窓会ができた
ことは、特に地域文化学科の今後を考えると、大
変ありがたいことである。学部としても、旭水会
とも連携しながら、両同窓会の意向を尊重しつ
つ、さまざまな形で交流を深め、お互いにとって
有益な関係を構築していくことが、卒業生のフォ
ロー・アップという視点からも、急務であろう。

次期学習指導要領に即した新たな指導方法を加えた専科指導への対応のための講習
英語・理数教育講座 佐々木 雅子・パターソン エイドリアン・若有 保彦
第 1 回の「タスク中心の授業作りにチャレンジ：
これらの指導法について説明しました。また、/l/
『ポスおばあちゃんのまほう（Possum Magic）』を
と /r/、/f/ と /v/ といった最小対立を利用した指
使って」と題した講習は、4 月 14 日（土）13:00～
導法の例についての紹介がありました。参加者は、
15:00 に、教 3-150 で実施されました。講習では、
小学校教員と大学生を中心に 7 名でした。
講師の佐々木雅子教授が、「絵本」「タスク」「異
第 3 回の講習 「絵本を使った言語活動」は、7
文化理解」の 3 要素を取り入れてデザインした言
月 29 日（日）13:00～15:00 に、教 3-146 で実施さ
語活動を紹介しました。参加者は実際に学習者と
れました。講習では、講師の若有保彦准教授が、英
してその言語活動を体験し、小学生がどのように
語の絵本として代表的なものの一つである
言語を習得していくかを実感するとともに、絵本
『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』を使
にはコンテクストがあり、その点を利用して教材
った言語活動及び指導の工夫について話しをしま
作りやタスクがデザインしやすいことを学びまし
した。絵本は、平成 29 年 3 月に告示された小学校
た。参加者は、小学校教員を中心に、高校生、大学
学習指導要領の文言にもあるように、教材として
生、中高教員等、合計 20 名を超え、連携を意識し
積極的な活用が求められていること、また、絵本
た学び合いの機会となりました。
の読み聞かせを行う際の留意点や、発展的な活動
の例として、絵本を使った動物に関するクイズや
音声に意識を向けさせる活動の紹介がありまし
た。参加者は、小学校教員と大学生を中心に約 10
名でしたが、お互いに読み聞かせをしたり、その
際意識したことについて意見交換したりするな
ど、貴重な学び合いの機会となりました。

第 2 回の 講習「英語の発音の教授法」は、6 月
10 日（日）13:00～15:00 に、教 3-232 で実施され
ました。講習では、講師の Adrian Paterson 准教授
が、IPA の発音記号、調音の位置と様態、音韻論用
語の基礎、英語と日本語の発音の違い、教室での

第１回ＦＤ・ＳＤフォーラム報告
ＦＤ推進委員会委員長 小池 孝範
の抱える問題の背景とその対応～本学の現状を踏
まえて～」と題した講演をいただきました。その
中では、様々な問題の背景について、現在の最新
の研究状況も含めながら御紹介いただきました。
その後、本学学生サポートルームカウンセラーの
佐藤昭氏から、具体的な学生の事例等をふまえな
がら教育文化学部生の実態と課題についてお話し
いただいた後、質疑を含んだ意見交換を行ないま
した。
学生が抱える問題についての基礎的な理解を深
める機会となるとともに、学生を教職員一丸とな
って支援していくことの大切さを改めて実感いた
しました。
【苗村先生のご講演の様子】

平成３０年８月３日（金）15 時 30 分から 17
時に、平成３０年度第１回ＦＤ・ＳＤフォーラ
ム「学生理解と学生支援～今日的課題と学生支
援のあり方について～」を開催いたしました。
学期末の忙しい時期にもかかわらず、43 名の教
職員に参加いただきました。
現在、大学に対する社会の要請、期待は大き
く変化してきており、経験則にのみ基づいた指
導や学生対応だけでは難しい場面も多くなって
きています。加えて、文部科学省は、この春、
大学に義務づけている情報公開項目を見直す方
針を示し、中退率や留年率、卒業後の進路状況
などを公開項目として追加することを検討して
いるとの報道がなされています。
そこで様々な学生の状況や対応のあり方につい
て、その背景も含めて学部教職員間で共有するこ
とを目的に本フォーラムを企画いたしました。
現在の教育文化学部の学生の、数字からみた状
況と課題について、ＦＤ推進委員会委員の伊藤恵
造先生から分析を加えた報告のあと、秋田大学保
健管理センター前所長の苗村育郎先生から、
「学生

【佐藤氏のご報告の様子】

フォーラム終了後 17 時 30 分から、大学会館 2
階で、懇親会兼新任教員歓迎会を開催しました。
講師の苗村先生、佐藤氏及び新任の鎌田信先生、
ホートン先生、渡邊先生の３名の方を含めて１３
名が参加しました。だいぶ昔にはこの時期に学部
でビール祭りを行っていたそうですが、その復活
となりました。

発行 秋田大学教育文化学部／教育学研究科
〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町１－１
TEL 018-889-2509 FAX 018-833-3049
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）
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