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各地で教育文化学部後援会を開催 

 

本学部には、秋田大学教育文化学部後援会が置

かれています。本学部に在学する学生の保護者の

方が会員となります。後援会は秋田大学教育文化

学部の教育活動に協力援助することを目的とし、

各地区会を通じての大学と家庭との連絡及び学生

の就職活動支援のため，就職情報の提供，就職セ

ミナーの開催，就職採用試験の事前指導，また各

種の学外実習教育実習への協力などの事業を行う

組織です。小中学校、高校などにあるＰＴＡ（保

護者だけでなく教師も会員）に似た組織です。 

入学時に保護者の方に学生 1名あたり 3万円を

納めていただき、活動費に充てています。ほとん

どは就職情報室の運営のために使われていて、学

生の皆さんの利益に還元されています。1997年

以前の教育学部時代は新入生が 320名程度、2015

年以前は 290名程度であったものが、今は 210名

程度ですので、会費収入は減っているのですが、

就職情報室の運営にかかる経費がその分減るとい

うわけではありません。全学の協力も得ながら、

工夫しながら乗り切っているところです。今後と

も保護者の皆様には、ご理解、ご協力いただけま

すよう切にお願いする次第です。 

12月 1日（土）に 60周年記念ホールで開催さ

れた中央地区会（秋田市と近隣、県外）の参加者

は 37名でした。事前の参加予定者は 44名でした

が、当日雪のため、7名の方が急遽欠席となりま

した。予定者の中では県内の方が 34名、県外の

方が 10名（東北他県が 5名、それ以外が 5名）

でした。2017年度の参加者は 47名、2016年度の

参加者は 58名でした。他の地区会は以下のよう

になっています。 

○雄勝・湯沢地区   11/ 3（土）参加者 10名 

○横手地区      11/10（土）参加者 4名 

○鹿角・北秋田・大館地区 

  11/10（土）参加者 13名 

○仙北・大仙地区   11/25（日）参加者 15名 

○山本・能代地区   12/ 2（日）参加者 9名 

○にかほ・由利本荘地区 12/15（土）参加者 6名 

各地区会より依頼があり、キャリア委員会の教

員が参加して、就職状況、就職指導について説明

をしています。保護者の方からのご意見やご質

問、ご相談をお受けしています。 

中央地区会では戸

巻孝一会長から挨拶

と報告が行われ、学

部長挨拶、教務学生

委員長、キャリア委

員長・副委員長、学

務委員からそれぞれ

説明が行われた後、 

4年生の就職活動と

大学院合格体験発表

が行われました。教

員採用試験合格は学

校教育課程の小林拡

さん、公務員試験合

格は地域文化学科の

三浦歩さん、企業採

用試験合格は地域文

化学科の加藤悠理さ

ん、大学院入学試験

合格は遠藤史都さん

（宮城の教採も合格

して名簿登載猶予を

使い本学教職大学院

入学予定）から発表

が行われました。内

容は後援会誌「ひだ

まり」第 10号に掲載

予定ですのでご覧く

ださい。 
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いじめ防止研修会を開催 
 

 12月 1日、いじめ防止研修会が開催され、県

内外から 150名を超える方が参加しました。特に

学生、院生の参加者の割合が大きかったことが特

徴的でした。昨年は弘前大学で開催され、今年は

秋田となりました。宮城教育大学が主催し、鳴門

教育大学、上越教育大

学、福岡教育大学が連

携を組んで実施してい

るものです。 

文部科学省初等中等

教育局児童生徒課生徒

指導室長松木秀彰様か

らは、①いじめの認知

件数が低いからいいの

ではなく、むしろ件数

が多いということはそ

れだけ見いだそうとす

る努力をして発見して

いることから高く評価されるのだということ、②

いじめの解消は丁寧かつ慎重な対応を経て判断す

る必要があり、相当の期間（少なくとも３か月程

度が目安）いじめ行為が止んでおり、判断の時点

で児童等が心身の苦痛を感じていないことが必要

であること、③担任等が抱え込むのではなく、早

期の組織的な対応、外部との連携した対応が求め

られること、④文科省でいい事例と悪い事例を集

めて資料としてＨＰで公開しているので利用して

ほしいこと、などが述べられました。 

 上越教育大学の高橋知己教授は、「いじめの様

態と対応を考える」と題して講演し、①第三者委

員会の報告書が活用

されていないこと、

有用な情報、提言が

含まれており、ぜひ

研修で活用してほし

いこと、②コア援助

チーム、拡大援助チ

ームのように状況に

応じて柔軟に組織が

機能できるようにし

ておくこと、③アン

ケートの内容・方法

が本当にいじめを報告できるものになっているか

を検証すること、④種々の避難訓練と同じよう

に、いじめの避難訓練をしておくべきこと、⑤ト

イレを教職員と共有にすることによって密室をな

くすこと、⑥教員が目に見える形で、前面に出て

真剣さを見せることが必要であること、などが触

れられました。 

 
 いじめに関する法律、指針、制度等がいくら整

備されても、逆に整備されればされるほど、形だ

けの、心のこもらない対応が増えているのではな

いでしょうか。本当に子どもの命を守ろうとして

いるのか、その本気度が問われているように思い

ました。「かけがえのない命」、「一人の命は地球

よりも重い」といったことは表面的に言葉では語

られても、大勢の中の一人、クラスに 30名いれ

ば 30分の 1、学校に 300名いれば 300分の 1の

重さとしてしか見られていないところがあるので

はないでしょうか。本気であれば常に目と耳、心

を研ぎ澄まし、可能な限りの工夫を自分の頭で考

え実行するでしょう。そんなことを感じさせられ

ました。         【文責：佐藤修司】 
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ＯＢ・ＯＧや先輩と語り、学ぶ就職支援の取り組み 
 

キャリア委員会委員長 宇野 力 

「OB･OG教員から学ぼう－後輩へのメッセージ」 

 

 
 

先輩教員によ

る模擬授業 

 

 

 

 

 

 

標記の企画名で 12月 1日(土)の午後に本学部

を卒業して秋田県，岩手県，茨城県，千葉県，仙

台市，さいたま市で若手の教諭として活躍してい

る卒業生 10名を招いて，教師を目指している本

学の学生に教員という職業の魅力や日々の仕事の

様子について講話をしていただきました。 

４年生 10名，３年生 32名，２年生 6名，大学

院生 1名の 49名の学生が参加しました。先輩方

からは模擬授業演示もしていただき，参加学生は

たいへんよい刺激を受けていた様子でした。 

後半では個別相談会を実施し，本学の学生が教

員を目指すにあたって漠然と持っていた不安等に

ついて一つ一つ丁寧に先輩方から相談にのってい

ただき，アンケートに回答していただいた学生さ

んのほとん

どから「参

加してとて

もよかっ

た」と回答

をいただい

ておりま

す。 
 

 

「先輩と語る会」 

就職の内定した４年生から３年次以下の学生の

皆さんへ就職試験・就職活動における取り組み方

法や体験談等をお話していただく企画「先輩と語

る会」を次の日程で実施しました。 

（教職）11月 12日（月） 

 内定４年生１４名（院生１名含）， 

参加学生 ５４名 

（企業）12月 5日（水） 

 内定４年生  ６名， 参加学生 １６名 

（公務員）12月 6日（木） 

 内定４年生  ５名， 参加学生 １９名 

教員採用試験や公務員試験へ向けどのように勉

強を進めていったのか，あるいは，企業への就職

活動をどのように進めていけばよいのか等，３年

次以下の学生さんが抱く疑問や不安について，内

定４年生から実体験をふまえてお答えいただきま

した。協力してくださった４年生は，昨年の今頃

はまだ頼りなさそうな一面もありましたが，就職

試験・就職活動を通じてずいぶんと自信もついて

きたようでした。３年次以下の学生さんはやはり

まだ不安だらけのようでしたが，今回の４年生か

らのアドバイスを今後に活かしてほしいと思いま

す。 

 
 

「先輩と語

る会（教

職）」 

⇒ 

 

 
⇑先輩教員との個別相談会 

 

 
 

 

⇐ 

「先輩と語る会（企業）」 

 

 

 

「先輩と語る会（公務員）」 

⇒ 
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ふくいＣＯＣ＋「はばたけ地域創生士！サミット」に参加してきました！ 
 

地域社会コース４年次 神戸 真結 

私たちは 11 月

13 日～14 日に福

井県で行われた

「はばたけ地域

創生士！サミッ

ト」に参加しまし

た。このサミット

は、地域資源の発

見や地域課題の解決方法を学ぶ教育プログラムを

受講し、地域創生を志向する人材として資格認定

を受けた全国５大学の学生が集まり、交流を図る

ことを目的として開催されたものです（私たちも

卒業時に認定を受けます）。地域文化学科に所属す

る私たちは、昨年度受講した「地域連携プロジェ

クトゼミ」において、横手市十文字町にあるお惣

菜店「デリカテッセン＆カフェテリア紅玉」のニ

ュースレター復活プロジェクトに参加したことに

ついて報告しました。各大学の事例発表やワーク

ショップ等を通して、他大学の学生の方々とそれ

ぞれの地域の魅力や教育プログラムの感想を共有

し、「自分がいる場所、自分の地元の魅力をしっか

りと伝えることのできる人になりたい」という気

持ちが高まりました。北陸地方を訪れるのは初め

てであったため、移動時間に電車の車内から見え

る景色や、新鮮な海の幸をはじめとした地域なら

ではの食に触れることができたのも印象的でした。 

私自身、地域連携プロジェクトゼミをきっかけ

に地域の農業や食を支える仕事に関心を持ち、実

際に就職活動でもこの経験を活かすことができま

した。思い入れのあるゼミでの活動について、今

回このように他大学の学生や先生方が集まる場で

共有させていただけたことを、心より嬉しく感じ

ております。これまでの学科での講義や今回のサ

ミットでの学びを活かし、今後は仕事を通して地

域や農業を元気にできるような社会人を目指して

いきます。 

人間文化コース４年次 齊藤 梨佳 

11 月 13 日に福

井県で行われた

「はばたけ地域

創生士！サミッ

ト」での事例発表

と、翌日の 14 日

に行われたワー

クショップに参

加してきました。昨年受講した「地域連携プロジ

ェクトゼミ」での学びの成果を、同じグループだ

った神戸さんと一緒に秋田大学の代表として発表

しました。昨年のゼミでは、「紅玉新聞」というニ

ュースレターの「復活」ともう一度発行を続けら

れる「仕組みづくり」を学生 3 人で担当し、半年

間かけて 2号分を発行しました。発表した内容は、

その成果をまとめなおしたものです。 

このサミットとワークショップを通して、学生

の他にも地域創生を推進する様々な方とお話する

機会がありましたが、考えるほどに、まだまだ課

題が多いように感じました。そして私自身、「地方

に不足していると感じる事象と、それを取り巻く

社会への理解をもっと深めなければならない。」と

感じました。さらに「将来、地元に戻るべき場所を

残すためにも、あらゆる分野の様々な人が、手を

取り合うことがもうすでに求められており、その

ために自分が貢献する努力を怠らないようにして

いきたい。」という新たな目標ができました。 

そして、「同じ思いがある人にも、色々なことを

どんどん考える企画に参加する機会をより多く作

ってもらえれば地域創生が一層推進される。」と思

いました。 

⇑ 発表後の記念写真（髙橋推進役、神戸、齊藤） 

 
⇐ 事例発表の様子
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こども発達コースでの学び 
 

こども発達コース 3年次 小川 由佳 

こども発達コースと聞くと、幼稚園教諭や保育

士を目指す学生が幼児教育学や保育について学ぶ

コースだ、というイメージを思い浮かべる方が多

いのではないでしょうか。しかし、本コースで

は、小学校教諭等を目指す学生もいます。また、

幼稚園教諭、小学校教諭の免許状や保育士資格の

他に、中学校教諭、高校教諭、特別支援学校教諭

の免許状や、社会教育主事、学校図書館司書教諭

などの資格を併せて取得することが可能で、自分

の興味関心に合わせ、様々な視点から見た「教

育」を学ぶことができます。 

 

 
子ども未来セ

ンターの方か

ら説明を受け

るところ 

 

 

 

特に２年次からは、専門科目を履修したり実習

に参加したりすることで、指導者としての高い実

践力を磨くことができます。「発達教育演習」と

いう専門科目では、今年度、秋田市子ども未来セ

ンターや子ども食堂など、地域の教育支援施設を

実際に訪れ、子どもとの触れ合いや現場の職員、

ボランティアの方からのお話を伺い、地域と連携

した教育支援の在り方について検討しました。ま

た、社会教育に関する専門科目では、社会教育施

設の見学を行い、社会教育学の視点から教育を見

るができます。教育実習では実習授業や現職の先

生方からのご指導を通して自分を見つめ直すこと

ができました。 

  このように、こども発達コースでは、座学だけ

ではなくより実践的な授業が行われており、専門

的な知識や実践力を身につけることができます。

実のところ、私は大学入試の時点では第 1志望で

はなかった

のですが、

今はこども

発達コース

に入ること

ができて良

かったと感

じていま

す。 
子ども食堂でボランティアの方と一緒にご飯を調理 

こども発達コース 3年次 辰 孝子 

私たちは幼稚園教諭免許や保育士資格取得を目

指し、将来保育施設等で活躍できるよう取り組ん

でいます。座学では、幼児教育・保育を基本から

学び、意見を交わしながら考えを深めたり、子ど

もの発達から心理、制度、現代の課題まで幅広く

学ぶことができたりします。また、製作活動や赤

ちゃんの人形を使っての着替えや沐浴を行うこと

もあります。 

実習は、附属

幼稚園、保育

所、認定こども

園や乳児院で行

わせていただ

き、実践的な活

動を通して学ぶ

こともたくさん

あります。実習を終えたら、エピソードや指導案

をまとめて冊子にし、記録として残すという活動

もあります。 

コース自体

が少人数なの

で、とても仲

が良く、同学

年以外に先輩

後輩間でのか

かわりも多い

です。先輩からはカリキュラムのことやテストの

ことを教えてもらうこともあり、サポートしてく

れます。ＯＢやＯＧの先輩から就職などについて

のお話を聞く機会があり、自分の将来を考える際

に役に立つ情報がたくさんあります。 

ぜひ私たちと一緒に充実した大学生生活を送り

ましょう！楽しみに待っています！ 

 

こども発達コースの入学歓迎会 
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附属学校地域連携協議会を開催 
 

 
 12月 10日（月）16:30より、一般教育 1号館

2階会議室にて附属学校地域連携協議会を開催し

ました。本協議会は附属学校園の運営に地域の

方々の意見を取り入れるために設置されているも

ので、学部長を座長として、附属学校園長、副校

園長、教育実践研究支援センター長、附属担当学

部長補佐の学内委員の他に、秋田県教育庁総務課

政策企画・広報班副主幹兼企画官大山厚様、秋田

市教育委員会教育次長島崎公人様、附属幼稚園学

校評議員進藤美由貴様、附属小学校学校評議員千

葉昭様、附属中学校学校評議員北嶋正様、附属特

別支援学校学校評議員柏谷昭彦様の 6名が外部委

員として参加していただいています。 

 当日参加された 4名の外部委員の方からは、 

〇教員の働き方改革にぜひ真剣に取り組んでほし

い。 

〇公開研究協議会の進化に向けて努力してほし

い。 

〇外部指導者を招くなど、地域との関わりをもっ

と強めてほしい。 

〇附属に優秀な教員が配置されるようにしてほし

い。 

〇特別支援学校卒業生の安定的な就労に向けて努

力してほしい。 

などの要望が出されました。 

 今後、附属学校園のコミュニティスクール化も

見据えて、地域連携協議会を学校運営協議会とし

て位置づけていくことが課題となります。 

 

 

 

 

 

 
 

12月 15日、この冬初の本格的な積雪になりました 
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 鉱山学部と学芸学部－学部の歴史をたどる⑦

鉱山学部は 1910年に設立された国立の秋田鉱

山専門学校を起源とします。秋田は豊富な地下鉱

物資源に恵まれていたことから、鉱業系の技術者

養成のため、秋田県や藤田、岩崎、古河などの鉱

山会社が校地と創設費を寄付して誕生しました。

採鉱学科、冶金学科、鉱山機械学科、燃料学科、

金属工業科、電気科、採油科、探鉱科の 8学科に

附属鉱手養成部、工業技術員養成科、附属地下資

源開発研究所も置かれ、日本最大の鉱業に関する

総合的な専門学校となります。 

秋田には、院内銀山、阿仁鉱山、荒川鉱山、尾

去沢鉱山などがあり、戦後も、小坂鉱山の黒鉱大

鉱床の発見など、大規模な鉱床が発見されて活気

づきましたが、1970年代になると、海外の安価

な鉱石の流入などによって経営の合理化や事業縮

小が進み、1994年には秋田県内の全鉱山が閉山

または採掘休止となりました。1945年、花岡鉱

山で過酷な労働を強いられていた中国人労働者が

6月 30日に蜂起し、鎮圧され、その後の暴行、

虐殺で 400人以上が死亡したとされる事件も忘れ

られてはなりません（花岡事件）。 

油田に関して

は、1870年頃から

開発が始まり、旭

川（濁川）油田、

黒川油田、八橋油

田などで、戦前昭

和期には日本国内

の 7割以上を産出

し、石油王国と言

われていたそうです。八橋と黒川の原油は主に土

崎と船川の製油所で精製されて日本各地に送られ

ていました。そのために、終戦間際の 8月 14日

22：30から翌 15日の 3:30まで土崎の製油所と

周辺住宅地が空襲を受け、250人以上の死者を出

すことになります。被爆した旧日本石油製油所の

建物の一部は土崎みなと歴史伝承館に移設されて

います。http://tuchizaki.com/ 

原油は相当に臭いらしく、草生津川の「くそう

づ」は石油の古称だそうです。濁川（にごりか

わ）も石油で濁っていたからこのような名称にな

ったのかもしれません。ほぼすべての原油を海外

に頼るようになった今でも、外旭川などでは何台

かの石油掘削機が動いていて、生産された原油は

県外の事業者にタンクローリーで移送・販売され

たり、船川港から新潟へタンカーで移送されたり

しています。天然ガスはパイプラインで秋田市内

の都市ガス事業者に販売され、都市ガスとして各

https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_

project/_page_/001/003/142/sankou.pdf 

家庭で利用されています。抜いて減圧しないとど

こかで漏れ出すのではないでしょうか。 

このように、戦前から戦後 1960年代にかけ

て、秋田の鉱業とともに鉱山専門学校の位置づけ

はとても高いものがありました。富国強兵、特に

戦争の遂行にとって石油などの資源は不可欠です

から、鉱山専門学校には優秀な人材、資金が豊富

に集まり、施設設備も相当に整備されていたこと

でしょう。官立の高等教育機関と位置づけられた

鉱山専門学校と、1943年まで県立の中等教育機

関であった師範学校との格差は明らかでした。 

設立当初から大学昇格の動きがあった鉱山専門

学校では、戦後改革における新制国立大学創設の

動きに対応し、1946年 11月頃から、鉱山大学へ

の昇格運動が本格化します（秋田鉱山大学建設期

成会）。少し遅れて、師範学校側も、学芸大学創

設期成準備委員会を置いて、単科大学を目指しま

すが、鉱山学部、学芸学部からなる総合大学の設

置を最終目標としていました。当時の陣容からみ

て、師範学校だけの単科大学はありえず、短期大

学にとどまらざるをえないような状況だったから

です。 

しかし、鉱山専門学校側は鉱山大学の主張を最

後まで崩さず、陳情や署名活動などが繰り広げら

れます。鉱山専門学校の生徒が単科大学賛成の署

名を集め、師範学校の生徒が総合大学賛成の署名

を集め、両校生徒同士が小競り合いになった例も

あるようです。ぎりぎりまでもつれたものの、文

部省の一府県一国立大学の方針は固く、1949年 5

月 12日、大学設置委員会総会で秋田大学設置が

決定し、その国立大学設置法が 13日に衆議院、

31日に参議院を通過して秋田大学設置、6月 1日

発足となりました。 

秋田だけでなく日本全体の鉱業が衰退していく

中、高度経済成長期に鉱山学部は工学的部分が拡

大していきます。そして、1998年に工学資源学

部となり、2014年には国際資源学部と理工学部

に分離します。これらの改組には教育文化学部も

大きく関わっているわけですが、その話題は別号

に譲ります。 
＊学部百年史等から作成【文責：佐藤修司】  
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２０１９年の年頭にあたって 
 

教育文化学部長 佐藤修司 

明けましておめでとうございます。今年こそは

平穏無事で、といきたいところですが、文科省、中

教審は、2040年（21年後）を想定した準備を大学

に求めています。財務省は驚くほど急激に国立大

学に対する要求を強めています。 

巨額の財政赤字、少子高齢化、国際的地位低下

はもちろんですが、要求強化の背景は第一に 18歳

人口減少にあります。大学入学者が減り、受験倍

率が下がり、定員が充足できなくなります。首都

圏を除けば人口減少が進み、とりわけ北東北など

地方圏の減り幅は大きくなります。将来的に北東

北 3 大学の中でや、県内の国公私立大学間での統

合縮小などが考えられるところですが、そう簡単

ではありません。留学生の増大、外国人労働者（さ

らには移民）の受け入れに伴うその子どもの増加

についても、日本の国際的位置の低下や、他地方・

大学との競合が激しくなる中で、秋田と秋田大学

の魅力を打ち出せるかが課題です。 

18歳人口の減少は、当然、幼稚園、小学校、中

学校、高校、特別支援学校の縮小、教員採用の減少

につながります。さらに、全体の人口規模の減少

は地域の産業の衰退にもつながり、雇用の場、若

者の働く場が少なくなり、それがさらなる少子化

につながります。その意味で、地域創生、地域活性

化は学部、大学にとっても喫緊の死活問題であり、

学校と地域、そして学校教育課程と地域文化学科

が運命共同体として、この問題に協働して取り組

むべきところです。 

第二にグローバルな大学間競争です。世界レベ

ルでの大学ランキングが近年急激にその重みを増

してきています。これも日本の経済、研究が好調

であった時代は何も気にする必要がなかったので

しょうが、国際経済の変動もあいまって、日本の

経済と同時に研究の地位が低下しています。国家

財政が厳しくなる中で、大学に手厚い支援をする

方向ではなく、一層厳しい、競争的環境が強いら

れるようになっています。 

ランキングの指標で、外部資金獲得や論文数（英

語中心、国際学会誌中心）、留学生数・割合など、

研究面と国際化の面が大きなウエイトを占めてい

ます。いずれも文系では弱い部分です。日本の国

内学会、日本語の論文が中心であって、海外に発

信することは少なかったと言えます。理系は万国

共通の事象を研究していることが多いのですが、

文系の場合、多くは日本社会のこと、日本文化の

ことを日本に住む人々のために研究していること

も関係するでしょう。日本では日常生活で外国語

を使う機会がほとんどないだけでなく、各種の書

籍や映画に見られるように、豊かな翻訳文化があ

ることも関係するかもしれません。さらに文系の

研究は個人によるものが多く、集団的に行われる

ことが多い理系とは異なっています。 

この状況に対し、本学部・研究科がどのように

対応するのかが問われます。また、ＡＩや

Society5.0など、急速かつ大規模な社会変化に対

応できる人財（人材ではなく）を輩出できるよう

に、教育面も研究面も常に進化させていくことが

必要です。 

ただ、個々の努力がもっと必要なことは確かな

のですが、同時にこれらは構造的な、社会全体の

問題であって、個々の努力の範疇を超えたところ

もあります。限られたパイを奪い合う、イス取り

ゲームのようなものになれば、競争は逆に事態を

悪化させる要因になります。社会や経済、政治な

ど、マクロな視点も持って、一人ひとりが主権者

として自覚的に主体的に社会などのあり方に関わ

っていくことも必要だと思います。 

「脅し」でやる気を出す人はいません。不安や

恐怖は、それから逃れようとする効果をもたらし、

脳のメカニズムによって無意図的に忘却されてい

きます。正常化バイアスで大地震の後の津波が予

想される中で逃げなかった人が多数出ました。人

は認められ、励まされることが必要ですし、また、

何らかの希望、期待がなければ動きません。 

来るべき新しい社会は、新たな技術に支配され

るのではなく、それを主体的に制御することによ

って、すべての人々が格差なく、平等で、権利を保

障され、働きがいと生きがいを持つことができ、

地球環境を改善して、持続可能な平和な社会を作

り、その範囲で豊かな文化と生活を楽しむことが

できるものであってほしいところです。 
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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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