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県内諸団体との地域連携懇談会を開催
11 月 8 日（木）13:00 から 14:20 まで 4 号館 2
階第一会議室で、第 1 回地域連携懇談会を開催し
ました。北都銀行、秋田魁新報社、秋田商工会議
所、秋田県中小企業家同友会、小坂町、男鹿市、
大仙市、横手市、にかほ市から 15 名の方にご参
加いただきました。
佐藤修司
学部長から
の挨拶の
後、林良雄
副学部長か
ら地域文化
学科を中心
として取り
組みの紹介
がありました。その後、林副学部長の司会進行で
参加者との意見交換を行いました。
ご意見などとして、以下のようなことが挙げら
れていました。
〇連携を結んでも具体的なところで進まないところ
があるので、ぜひ連携を具体化してほしい。
〇地域の歴史文化や自然・産業等の面で学部から協
力してもらっているので続けてほしい。
〇教育文化学部から多くの学生が教員以外に就職し
ていることがまだ知られていないので、もっと広
く社会に知らせてほしい。
〇人材不足が大きな課題なので、学生に秋田に目を
向けてほしい。起業ということも考えるようにし
てほしい。
〇地域に分校があるので、分校を通して連携を深め
ていきたい。
〇学生の取り組み、提案等を実際にどのように活
用・実現するかについて受け入れ側として検討で
きるようにしたい。
〇「村を捨てる学力」ではなく「村を育てる学力」
をつけるようにしてほしい。困難に立ち向かえる
ように、すぐにあきらめ、挫折してしまわないよ
うな教育をしてほしい。
〇企業との接点をもっと早い学年の内に実現するよ
うにしてほしい。

〇各教員・研究室が、これまで自治体・企業等とど
のような取り組みをしてきているのかについてわ
かるようにしてほしい。
〇自治体で補助金を出しているが、その制度を教授
等へ周知できるようにできないか。

この地域連
携懇談会
は、教師力
向上協議会
（2011 年設
置。秋田県
教委、秋田
市教委など
の委員と学
部委員とで構成）にならって、地域文化学科を中
心に、企業、自治体との関係を強めようと設置す
るものです。委員を固定するのではなく、賛同し
ていただける自治体、企業等の方を登録させてい
ただき、開催日時をお知らせし、可能な方に集ま
っていただいて、地域に関わる授業や指導、カリ
キュラムのあり方や、学部・研究科全体の地域貢
献のあり方等について意見をいただき、協議する
予定です。学校教育課程も教育の面、芸術文化、
スポーツの面などで地域貢献が求められますし、
教員養成の面でも、教員や学校が地域と連携し、
地域を支え、活性化に貢献できるようにしなけれ
ばなりません。
懇談会終了後、14：30 から 60 周年記念ホール
で、第 1 回地域連携プロジェクトゼミ報告会が行
われ、引き続き報告会を参観された方もいらっし
ゃいました。
【第 1 回地
域連携プロ
ジェクトゼ
ミ報告会の
様子】
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学生との懇談会を開催
11 月 1 日（木）16：10～17：10、第一会議室
において学生との懇談会を開催しました。地域文
化学科からだけでしたが、4 年次 1 名、3 年次 1
名、2 年次 2 名、1 年次 2 名の計 6 名の出席でし
た。2～4 年次は学生委員で、オープンキャンパ
スにも協力してもらっています。そのお礼も兼ね
て、お菓子やウーロン茶を飲みながら打ち解けた
雰囲気の中で懇談しました。教職員側は佐藤
（修）学部長、佐々木（和）副学部長、臼木学部
長補佐、柳谷事務長、牧野主査の 5 名でした。
オープンキャンパスについては、高校生から、
大学でどういう学習をしているのか、部活やバイ
トとどのように両立させるのか、など、いろいろ
な質問が出たことと、短時間ですむ質問とすまな
い質問にそれぞれ対応できるように、場所を分け
てはどうかという提案や、バイトをやっている学
生、部活をやっている学生が質問に対応できるよ
うにそろっていた方がいいという提案などがあり
ました。スタンプラリーについては、教育文化学
部の場合、理工や国際資源のように、実験器具や
鉱物など特徴的なものが少ないので、工夫が必要
であることも指摘がありました。

その他の要望として（⇒は返答）
、
①入学当初に時間割をたてるのが大変。分野や科
目が多すぎて、どのように選べばいいのかがわ
からない。ピアサポーターなど先輩に尋ねるの
は心理的にもなかなか難しい。
⇒初年次ゼミなどで時間割作成のための時間を設
け、３コースそれぞれのピアサポーターとボラ
ンティアの先輩学生が入って気軽に相談できる
ようにすると不安がだいぶ解消されると思いま
す。
②教員免許を取得しようと思っても、教員からは
否定的に見られてしまう。また、どのように学

べばいいのかなどの情報が、地域文化学科の方
では得られにくい。
⇒社会科・公民科・地歴科については 4 年で取得
できることが基本になります。希望すれば取れ
るわけですが、教員になる気がないのに実習な
どに行くと、実習先の学校に迷惑がかかるこ
と、中高の社会関係は教員採用数が少なく、教
員になることが難しいことは理解しておいてく
ださい。他の教科については、取得が大変で、
5 年かかる可能性があることも知っておいてく
ださい。
③学生協議会の学生委員はどのようなことを期待
されているのか。生徒会のようなことか。
⇒大学祭やオープンキャンパスでの大学らしい、
学生らしい企画の実施、学部研究科通信などで
の記事の依頼・執筆・編集などの広報活動、各
コース等の様々な要望の集約と実現に向けた交
渉、学部・研究科の教育等の改善活動への参
画、各種講演会・学習会等の企画、種々のボラ
ンティア活動の窓口、学生間の連携・つながり
の創出・・・、挙げるときりがないですが、楽
しんでできる範囲で、できるところをやっても
らえるとありがたいです。
などが出ました。

また、せっかく同じ学部の中に学校教育課程と
地域文化学科があるのに、学生どうしの交流があ
まりなく、両方あることのメリットが生かせてい
ないことも話題になりました。課程の学生が地域
のことを学び、学校づくりに生かしていくこと、
学科の学生が学校や教育のことを学び、地域づく
りに生かしていくことが必要でしょう。課程と学
科の枠を超えた取り組みがあってもいいと思いま
す。学生協議会もその一助になりたいところで
す。
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あきた未来カフェ企画イベント『たのしく悩むカフェ』

あきた未来カフェは、地域文化学科に在籍する
学生のキャリア形成を支援することを目的とし
て、2017 年度から開催されています。今年度
は、教員 4 名を含め、36 名の参加で、学生自身
による運営を目指して、スタッフを募り、企画検
討、ＰＲ、当日
の運営等に取り
組みました。
まず取り組み
の目標を運営ス
タッフの学生で
議論を重ねた結果、地域文化学科に所属している
学生が卒業時に「地域文化学科に入ってよかっ
た」と思うことができるということを掲げること
にました。この目標は、私の周りに、学生生活を
ネガティブに捉えている人が多く、
「どうせ地方
大学だし・・」とか、
「この学科で何が得られる
のだろう」といった声を沢山聞いたことがきっか
けになっています。実は私もそんな学生の一人で
した。
地域文化学科は幅広い学問が学べるという利点
を持っていますが、その一方で、地域社会や人間
文化、心理
実践等のコ
ース選択
や、専門的
な学問を学
べているの
かといった面で不安を感じている人が沢山いま
す。そうした不安や迷い、悩みを自分自身が客観
的に受け止めることで、少しでもポジティブに学
生生活の向かうことができれば、
「地域文化学科
に入ってよかっ
た」と思うので
はないだろう
か？そうした問
題意識に基づい
て、私たちが企
画・運営を行っ
たのが、2018 年
11 月 18 日に開
催した『たのし
く悩むカフェ』
です。
『たのしく悩
むカフェ』とい
うタイトルには
“悩むことは悪

地域社会コース ２年次 淡路友花
いことではないことを知ってほしい”、というこ
とや、
“視野を広げて、多様な価値観を知って、
自分の悩みと向き合ってほしい”という意味を込
めています。企画段階では、有志の運営メンバー
で何度も話し合いを重ねたほか、地域文化学科の
学生には企画のアイディアについてヒアリングに
協力してもらったりしました。
イベントには多くの社会人の方にもご参加頂くこ
とにしましたが、それは、たくさんの人と話し
て、価値観を広げてほしいと考えたからです。特
に社会人と話すときは、
“教える‐教えられる”
の関係ではなく、“対等”立場で意見を交換し、
振り返る機会として捉えてほしいと思いました。
学生に感想を聞いたところ、「こんなに相談でき
る“人”がいるとは気づかなかった。これからは
積極的に相談をしていきたいと思う」、「今までは
自分が嫌いでしょうがなかった。しかし、このイ
ベントでいろんな人から私の“価値”について理
解することができ、少し自信を持つことができ
た。昨日より今日の方が、自分を好きになった」
などの感想をもらうことができました。これは、
運営スタッフ
とし、とても
うれしいコメ
ントでした。
イベント終
えて、会場を
後にする学生の目は、イベント開始時よりも輝い
て見えました。もしかしたら、社会人と対等かつ
本音で話すことで、自身を持つことができたのか
もしれません。社会に出たら、今回のイベントの
ように“安
心・安全の
場”があると
は限りません
が、このイベ
ントで得た体
験や知識等
は、参加した
学生にきっと
役立つと思い
ますし、参加
した学生が新
しい一歩を踏
み出すきっか
けになればう
れしいと、私
は思います。
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あきたビジネスプランコンテストで本学部学生が入賞

あきたビジネスプランコンテストはあきた起業
家交流フェスタ 2018 実行委員会主催で行ってい
るもので、10 月 25 日に秋田ビューホテルで開催
されました。対象事業は、新規性、独創性、市場
性、成長性等が認められること、雇用の創出や地
域経済の活性化など、地域への波及効果が期待さ
れること、同様のコンテストで発表していない、
または応募中でないことが条件となります。起
業・経営に関する専門性を有する方やその助言・
指導経験を有する方など、有識者で構成される審
査委員会が、新規性、独創性、市場性、成長性、
地域への波及効果等について審査します。学生部
門のグランプリが荘野芹奈（しょうのせりな）さ
ん「観光トレジャーハント 〜秋田をもっとわく
わくに！」
、準グランプリが佐藤洋光さん「スマ
ホアプリ”Nugget”
『天才をシェアする』
」
、グッ
ドプラン賞が須藤よしのさん「社交ダンスで美し
いスタイルと健康を手に入れる！～英国紳士・淑
女の気分を味わえるカフェ＆バー“Waltz”～」
でした。
観光トレジャーハント
理数教育コース２年次 荘野芹奈
友達に「休みの日は何してるの？」と聞くと大
体こんな答えが返ってきます。
「駅行ったりイオン行ったりとか…」
こんな会話から、私は秋田にもっと若者の遊び場
を増やしたいと思い、ビジネスプランとして「観
光トレジャーハント」を考えました。

「観光トレジャーハント」では、観光・街歩き
をしながら宝探し・謎解きを行うことができま
す。トレジャーハントの参加者は、宝探しのヒン
トや観光マップがセットになったトレジャーキッ
トを買い、観光地にある商店や飲食店を巡りなが
ら宝探しを進めます。運動不足が気になる人には
「一万歩街歩きトレジャーハント」
、おしゃれな
ものが好きな人には「お洒落カフェ・雑貨屋さん
を巡る宝探し」など幅広い世代の人に楽しんでも
らえるよう企画を工夫します。
このプランを完成させるために、収支計画を考
えたり市場規模を調査したりと様々なことに取り
組みました。どれも初めての経験だったので、ビ
ジネスプランコンテストへの参加はとても貴重な
経験になりました。今後はプランの実現に向けて
取り組みた
いと考えて
います。コ
ンテストに
参加できた
こと、グラ
ンプリをい
ただいたこ
とに心から
感謝いたし
ます。

スマホアプリ”Nugget”
「天才をシェアする」
理数教育コース３年次 佐藤洋光
私は、
「勉強を楽しむ社会の実現」のため、楽
しんで学問を勉強している人がその楽しさを他の
人にも伝えるアプリケーション『Nugget』を開発
しています。
日本は勉強嫌い大国として有名ですが、学問は
もっと純粋に楽しいはずで私たち
の生活や人生を豊かにしてくれる
と思っています。自分がやんちゃ
だった昔「なに真面目に勉強しち
ゃってんの笑」と友達に言われる
ことがありましたが、別に私は
「辛いけど我慢して勉強してい
る」のではなくて「楽しいから勉
強している」のでした。数学が嫌
いな人に数学のここが面白いと伝
えると数学の美しさや普遍性に初めて気づくよう
に、彼らは純粋にその教科や学問が嫌いなのでは
なく、ただそれらの楽しみ方を今まで知らないで
過ごしてきただけなのだとその時思いました。
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隣の人が美味
そうにラーメン
を食べていたら
「そのラーメン
私も食べた
い！」となるよ
うに、この連鎖
が勉強でも全く
同じ現象で起きると確信しています。1 億 2 千万
人も人がいれば学校の教師や予備校の人気講師よ
りその学問分野の楽しさを伝えられる社会人や学
生は必ずいるでしょう。だったらその人たちが情
報発信者になればいい。
私はその環境を整えました。Youtube のような
動画プラットフォームです。投稿できる内容は学
問のみで動画の時間は 1 分制限。1 分しかないの
でもちろん詳しく説明することは不可能ですが、
20 分 30 分と長々と熱く語られても結局誰も見ま
せん。近年 TikTok のようなショートムービーコ
ンテンツが流行っているように時代に合わせたシ
ステムが必要です。学問について 1 分という短い
時間でわかりやすく面白く解説した動画が集まれ
ば、知的好奇心が刺激され、楽しく勉強するきっ
かけになるでしょう。
アプリは、 現在秋田大学と新潟大学の学生 4
名で共同開発しており、今年 12 月にβ版が完成
し来年の 4 月にはアプリリリースできる予定で
す。我こそはここの学問について 1 分でその面白
さを伝えられる！という方はご連絡下さい。是非
アプリリリース時のサンプル動画として使用させ
て頂きます。あなたの「楽しい」が他の人の「つ
まらない」を救います。
連絡先：emeraldforest99@gmail.com

ビジネスプランコンテストにエントリーして
理数教育コース 2 年次 須藤よしの
私は今回のコンテストで、社交ダンスで美しい
スタイルと健康を手に入れる！ということをモチ
ーフにした「誰でも気軽に社交ダンスを楽しめる
カフェ＆バー“Ｗａｌｔｚ”」というビジネスプラ
ンを考えました。
このプランの作成は、私自身が大学に入学して
社交ダンスに出会ったことから始まりました。素
敵な音楽に合わせて踊り、沢山の人と交流するこ
とができる社交ダンス。こんなに楽しい世界があ
ったなんて知らなかった！是非もっと多くの人に
この楽しさ、素晴らしさを体験してもらいたい！
私のそん
な思いか
らこのプ
ランが出
来上がり
ました。
このプ
ランの概
要は、お昼
は踊れる
カフェ、夜は踊れるバーとしてお店“Ｗａｌｔｚ”
を経営する、というもので、ダンスで健康を手に
入れられる他にも、秋田の若い男女の出会いの場
となることで晩婚化を防いだり、交流の輪を広げ
ることで秋田の高齢者の孤独死を防いだりするこ
とができる、という地域への波及効果も望めるプ
ランだと思います。
今回のビジネスプランコンテストへの参加は、
地元秋田の未来や可能性について深く考えるきっ
かけとなりました。このような貴重な機会に恵ま
れたことにとても感
謝しております。最
後に、このプランに
「グッドプラン賞」
を頂いたことを大変
嬉しく思います。審
査員の方、コンテス
トに足を運んで下さ
った皆様、本当にあ
りがとうございまし
た。
⇦
【http://www.bizcon.vtakita.com/index.htm よ
り】
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ロシア研修旅行に参加して

私たちは、9/16～9/23 にロシア研修旅行へ行
ってきました。今回の研修旅行では、前半にサン
クトペテルブルグ、後半にモスクワを訪れまし
た。また、研修旅行で現地を訪れる前にはそれぞ
れが自分のテーマを決め、その土地の歴史や文化
などについて事前調査を行いました。
サンクトペテルブルクではロシアの歴史に関係
のあるペトロパブロフスク要塞や、血の上の救世
主教会、カザン聖堂などの教会を訪れました。
ペトロパブロフスク要塞とは、元は北方戦争期に
ネヴァ川の河口を防御する目的で作られた要塞の
ことです。要塞の中にはサンクトペテルブルクの
歴史に関する博物館や要塞として使われていたこ
ろの様子を見ることのできる博物館など様々な施
設があり、自
分の知識を研
修旅行以前よ
り深めること
ができたと感
じました。
また血の上
の救世主教会
ではロシア建
築で代表的な
玉ねぎ型の屋
エルミタージュ美術館
根を見ること
(サンクトペテルブルク)
ができ、とても印象に残りました。ロシアでは教
会に入る際、男性は帽子を脱ぎ、女性はスカーフ
などで髪の毛を覆う風習があるということを実際
に現地に行き実感しました。
⇓血の上の救世主教会(サンクトペテルブルク)

モスクワで
は、特にクレム
リンとアルバー
ト通りが印象的
でした。クレム
リンは、ロシア
の発展にも関わ
りのある場所
で、モスクワや
ロシアの歴史を
深く感じること
ができました。
また、ガイドの
方と武器庫をま
わり、歴代の皇
帝が収集した王

地域社会コース 2 年次 相原安杜 沢田亜美
冠や馬車などを目にしたときはとても感動しまし
た。事前学習で、建築についても調査していまし
たが、イタリア建築とロシア建築の要素が融合し
た建築様式を感じられました。
アルバート通りは、ソ連時代からある建物と現
代風のおしゃれな建物が融合し、たくさんの観光
客が訪れる場所になっていました。アルバート通
りにある店に入ると、店員が複数の言語を話して
おり、観光客への対応を学ぶことができました。
今回の研修旅行では普段の授業や教科書からで
は決して学べないような貴重な体験をすることが
できました。今後のロシア語の授業はもちろん、
その他の海外の文化について学ぶ授業や海外文学
を学ぶ授業
などで今回
の体験を還
元していき
たいと思い
ます。
⇦聖ワシリー
大聖堂(モスク
ワ)

また、今
回このよう
な貴重な体
験をするこ
とができた
のは国際交流基金からの支援があったからです。
深く感謝を申し上げるとともに、今回の体験を今
後の勉学に反映できるように努力していく所存で
す。

秋の旭水苑の風景
11 月 11 日
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教育文化学部で学ぶ国際文化
人間文化コース 2 年次 八木下雪
現在、私は欧米文化研究Ⅳという授業を受けて
います。この授業では、ロシア人作家ブルガーコ
フ作の「巨匠とマルガリータ」という小説を読み、
ロシア文学やロシアの文化などについて学んでい
ます。また、授業では小説に出てくるロシアの音
楽や、当時の政治、社会制度についての説明もさ
れるので、文学への理解を深めるだけでなく、ロ
シアの芸術や歴史についても学ぶことができます。
小説は、二人の登場人物がパトリアルシエ池とい
う池の近くで語り合うシーンから始まります。こ
の冒頭に出てくるパトリアルシエ池に、今回のロ
シア研修旅行で実際に行ってきました。小説の中
では、この場所から事件や騒ぎが起こり、物語が
発展していくのですが、実際は緑が豊かで穏やか
な落ちついた雰囲気の場所でした。
また、小
説 の 作 者、
ブルガー
コフが住
んでいた
とされる
「ブルガ
ーコフ博
物館」へも
訪れました。博物館の前には小説に登場する二人
の像があったり、入り口付近には小説に出てくる
電車があったりなど、
「巨匠とマルガリータ」の世
界観が広まっていました。

今回の研
修旅行で
は、小説の
舞台となっ
た場所へ行
き、その場
所の空気や
雰囲気を実
際に味わう
ことができ
たのはとて
も貴重な体
験になりました。また、19、20 世紀を生きていた
作者が実際にみてきたであろう風景を同じように
みて感じるということもなかなかできないものだ
と思います。今後の授業では、この経験を活かし
て、ロシア文学の知識や特性についての理解を深
めていきたいと思います。
今回の旅行で、ご援助下さった国際交流基金の
皆様には大変
感謝していま
す。この度は
貴重な機会を
設けていただ
き、本当にあ
りがとうござ
いました。

晩秋のキャンパスの様子（11 月 3 日）
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秋田大学公開講座「共に生きる社会をめざして～障害の理解と支援～」を終えて

特別支援教育研究室では、公開講座「共に生き
る社会をめざして～障害の理解と支援～」を実施
しました。期間は 10 月から 11 月までで、全 5 回
行いました。
本講座は、特別支援教育研究室の教員がリレー
形式で担当し、それぞれのテーマから障害を知る
とともに、共に生きるという視点からの支援の在

こども発達・特別支援講座 鈴木 徹
り方について考えを深めることを目的としまし
た。受講者は 10 名ほどで定員(30 名)よりも若干
少なめでしたが、10 代から 70 代までのとても幅
広い年齢層の方に参加していただきました。
講座は、学術的な視点から障害の概要やその歴
史的背景を説明するものから、事例を挙げながら
気になる子どもの行動の理解と適切な支援につい
て解説を行うもの、視覚障害・聴覚障害・肢体不
自由・発達障害の疑似体験を通して障害の理解と
その支援の在り方についてディスカッションを行
うものなど、多岐にわたりました。
受講者の真剣な眼差や、必死にメモをとる姿は
とても印象に残っています。ある受講者からは、
「障害のある子に対してどのように関わったら良
いのか、日々悩み苦しんでいたが、今日の話を聞
いて少し前向きにかかわることができそうです」
といった感想や、また別の受講者からは、「『障害
は社会が作る』と言われるように、社会の仕組み
や環境が、障害者の権利侵害や社会参加の阻害要
因になっていることがないか、市民一人一人が自
覚的になることが大切である」といった感想も得
られました。公開講座のタイトルは「共に生きる
社会をめざして」というものでしたが、私たち自
身、地域と秋田大学が共に生きていることを実感
できた講座となりました。
本講座については、定期的な開催や地方(県南
や県北)での開催を望む声もあり、改めて特別支
援教育のニーズの高さを痛感しました。今後は、
地域の方々に向けた特別支援教育に関する理解・
啓発を目的とした取り組みに力を入れていこうと
考えています。

来年度教員採用試験合格を目指してオータムキャンプを実施
11 月 22 日（木）17:00～23 日 15:30、秋田県
青少年交流センター「ユースパル」で行いまし
た。学生は 54 名が参加し、教員は 21 名、職員は
3 名が参加しました。そのうち、県立大学の学生
が 2 名、教員 1 名でした。小学校志望が 35 名、
中学校志望が 11 名、高校志望が 4 名、特別支援
学校志望が 4 名で、小学校が多くなっています。
秋田県教育庁高校教育課佐藤進管理班長からの
「教育の課題と求められる教師像」の講話など、
とても充実したキャンプとなりました。
2 日目、秋田市は初雪となりました。
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学芸学部の誕生と教育学部への変更－学部の歴史をたどる⑥
戦前の師範学校は、
「順良・信愛・威重」の三
つの気質を重視していたことに触れました。とこ
ろが、この理念のもとに育成された師範学校出身
の教師に対して、大正時代には、
「師範気質（か
たぎ）批判」が行われるようになります。自信が
乏しく依頼心が強い、形式に拘泥し、重箱の隅を
爪楊枝でつつくがごとく何事も杓子定規に決めつ
けようとする、着実、真面目、親切であっても、
内向的で裏表があり、偽善的で卑屈であるなど、
偽善・卑屈・偏狭・陰鬱が特徴とされました。
言い過ぎのように思いますが、時は大正自由教
育、大正新教育の時代ですから、欧米の子ども中
心主義の新教育思想の影響を受けて、旧来型の師
範学校出の教師が批判されたわけです。さらに、
戦争前や戦時中の体罰横行、絶対服従の極端な管
理主義、軍国主義教育を行い、戦後は民主主義に
早々と無反省に鞍替えした教師に対する批判は戦
後、大きなものがありました。
米国教育使節団、教育刷新委員会などで戦後の
教員養成のあり方が議論され、教員の養成は大学
で行うこと、教員養成機関だけでなく、条件を満
たした大学は教員養成を行うことができること
（開放制。戦前は師範学校のみが教員養成を行う
閉鎖制。）が原則となります。教員は単に教育技
術に長けているだけではだめで、学問・研究の府
である大学において、科学的・批判的精神、幅広
い教養を身につけることが求められたわけです。
秋田師範学校、青年師範学校は 1949 年新制国
立大学学芸学部として新たなスタートを切りまし
た。秋田大学の開学記念日は 6 月 1 日になってい
ますが、これは 1949 年 5 月 31 日に発足の認可が
なされたためその翌日とされたようです。開学
式・祝賀会・晩餐会・大学芸術祭は 11 月 15 日午
前 10 時から夜まで行われているので、この日を
開学記念日にしてもいいのかもしれません。当時
の学長事務取扱の池田謙三氏の「初雪が開学式を
きよめけり」という句があり、この日は初雪だっ
たようです。ちなみに山形大学の開学記念日は
10 月 15 日、弘前大学は 5 月 31 日です。
戦後改革で教育学部と学芸学部、学芸大学が誕
生しています。教育学部には二種類あり、一つは
旧制帝国大学の文学部から独立した教育学部で、
教育学を研究すること、教育行政官を養成するこ
とを目的とするものです。もう一つは、戦前の師
範学校が総合大学の中の学部となったところで、
小学校と中学校の教員を養成する機能を持ってい
ました。この教育学部の場合は、旧制高等学校を
文理学部（後に理学部や工学部、人文学部、法学
部などに分化します）などとして持っている、比

較的大きな大学の中にありました。その文理学部
が大学全体の教養教育（当時は一般教育と呼んで
いました）も担当していました。東北で言えば、
弘前大学と山形大学がこれにあたります。
それに対して、学芸学部の置かれた大学は、旧
制の専門学校と師範学校とを組み合わせた小規模
な大学でした。それ故、教養教育を担当する教員
は学芸学部に所属します。帝大等のある地域の師
範学校を母体としたところ（北海道、東京、大
阪、愛知、京都、奈良、福岡）は学芸大学となり
ます。
「学芸」は自由学芸（リベラルアーツ）か
ら来ているわけですので、教養を意味します。各
教科がそろっていることと、戦後の開放制のもと
で、教員養成だけを行うわけではないことを示し
ていると言えるでしょう。
「学芸」には戦後改革
の精神が表れています。
なお、学芸学部、学芸大学は、1966 年、1967
年頃に全国的に教育学部、教育大学に名称が変更
されます。これは 1963 年の中教審の大学に関す
る答申を受けた、大学の目的大学化、大学の種別
化の流れの中で生じたものです。これ以降、教育
学部は目的養成（教員養成をもっぱらの目的とす
ること）と計画養成（所在都道府県の教員需要に
対応した計画的な教員養成を行うこと）が原則と
して強く求められるようになります。
東北大学教育学部は、戦後において、旧制の帝
国大学が旧師範学校を包摂して、小学校の教員養
成を行っている唯一の例でした。ところが、先の
流れを受けて、1965 年に東北大学から分離され
て宮城教育大学が設置されました。
なお、東京高等師範学校は、戦後、東京文理科
大学と合併して東京教育大学（文学部・理学部・
教育学部・体育学部・農学部で構成）となってい
ます。すでに東京教育大学があったので、東京学
芸大学だけは名称変更がありませんでした。東京
教育大学は 1978 年に廃止になって、筑波大学と
なっているわけですが・・・。
教育学部への変更に本学部は強く抵抗しました
が、結果的に、1967 年 6 月 1 日に教育学部に変
更されることになります。抵抗し続けると、鉱山
学部の学科増設や学芸学部 2 号館（今の 3 号館）
の建設、医学部の設置が困難になるという外圧が
かかってきたようです。学部が抵抗した理由は、
上からの押しつけは許されないということと、学
芸学部という名称は、この学部が教育学部的要素
と文理学部（教養学部）的要素を併有しているこ
とを示していること、将来的に教養学部の独立を
目指していたことでした。
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＊学部百年史等から作成【文責：佐藤修司】

法務省の山本宏一更生支援室長が本学部を来訪

【一番奥から山本室長、藤井様、加藤様】

11 月 8 日（木）10 時、法務省矯正局総務課更生
支援室長山本宏一様、法務事務官藤井遼様、秋田
刑務所処遇部主席矯正処遇官加藤圭様のお三方が
本学部を訪問されました。山本室長は本学部が教

育学部時代の 1990 年に卒業されています。数学教
育研究室だそうです。だいぶ建物がきれいになっ
ていて、びっくりされていました。
山本室長は、罪を犯した人の再犯防止対策と矯
正施設所在自治体会議に関する用件で、秋田市長
と面会するために来秋されました。本学部が秋田
刑務所と協定を結んでいることもあり、心理実践
コース担当の北島准教授を交え、学部長、柳谷事
務長の 3 名で、懇談しました。今後、一層、法務
省・刑務所・少年鑑別所等と学部、研究科との連
携・協力関係を強めていくことを確認し、意見交
換を行いました。
数年に一度は本学部から法務省関係、少年院等
に学生が就職していて、東京などでお世話になっ
ているそうです。本学部卒業生はいろいろなとこ
ろで活躍しています。卒業生・修了生のネットワ
ークを広げていきたいところです。

湊三郎名誉教授が秋田県文化功労者表彰を受章
秋田大学の湊三郎名誉教授が、
「平成 30 年秋田県文化功労者表彰」を受章し
ました。秋田県文化功労者表彰は、秋田県文化の向上発展に卓越した功績のあ
る個人又は団体の事績を讃え、表彰するものです。湊名誉教授は県算数・数学
フェスティバルの実行委員長を 2001 年から 2010 年まで務め、学校と民間の協
働による数学文化普及に尽力するなど、半世紀にわたり数学教育の向上に貢献
したことなどが評価され、教育振興の分野での受章となりました。
10 月 26 日に表彰式があり、30 日には湊名誉教授、佐藤修司教育文化学部長
が本学の山本文雄学長を訪れ、受章を報告しました。
湊先生は本学部の学芸学部時代の卒業生で、秋田高校などで高校の教員を務
められた後、1971 年に本学部に着任、1999 年 3 月に定年退職されています。
今年 85 歳になられました。学部の附属教育工学センター長、附属小学校長、
秋田大学学生部長も務められています。日本数学教育学会の元理事・幹事で、
名誉会員でもあります。すでに日本教育研究連合会理事長表彰（1979 年と 1990
年）、秋田市文化章（1999 年）
、日本数学教育学会表彰（2003 年）
、日本数学教
育学会長賞（2012 年）を受けられています。
湊先生は、1999 年の御所野学院の誕生や、1998 年の教育文化学部の誕生に
も深く関わられました。

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）
」⇒http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/graduate/graduate_magazin.html
＊誌名「みなおと」の由来である秋田県女子師範学校校歌（1910 年制作）を聴くことができます。
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/gu_symbol.html をご覧下さい。
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