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学部・研究科同窓会「旭水会」への加入と卒業を祝う会への参加を！

私は 1982 年 3 月に秋田大学教育学部（当時）
を卒業し、1995 年 3 月に秋田大学大学院教育学
研究科を現職教員として修了しました。したがい
まして、卒業生や修了生の皆さんとは、
「同窓」
という関係でもあります。そして、本学部の同窓

旭水会副会長・教育実践講座 長瀬 達也
卒業生や修了生、そして御指導いただいた学部
教員や日々の学びを支えてくださった職員の皆様
の御参加を強く願っております。

きょくすいかい

会であり、創立 130 周年を迎えた「 旭 水会」の
副会長を務めてさせていただき、数多くの同窓会
会員の方々と、秋田大学教育文化学部とのつなが
りが強いものになることを使命としております。
「旭水会」ですが、本学部の前身が秋田県の師
範学校であるため、
「教員」の会という印象を持
たれる方も、まだいらっしゃるのではないでしょ
うか。現在、本学部は地域文化学科と学校教育課
程によって成り立つことで、地域社会に貢献でき
る人材育成を一層進めてきています。
したがいまして、
「旭水会」は多様な職種の
方々が会員となられております。秋田県庁同窓会
ろ がっかい

や、秋田市役所同窓会「蕗学会」とは、連携関係
にあります。是非、このことを卒業生や修了生の
皆様、学部教員及び職員の皆様にも御理解いただ
きたいと思います。
既に本学部入学時において準会員となられた方
も多数おられますが、卒業及び修了を機会に、是
非「旭水会」に正式に御入会いただき、秋田大学
や秋田大学大学院に学んだ「縁」を強いものにし
ていただきたいと思います。卒業・修了後も同窓
会、母校は皆さんを支え続けます。そのためにも
同窓会を強く、大きくすることが必要です。
今年度も 3 月 21 日の卒業式終了後、
「旭水会」
の先輩会員の方々が、皆様の卒業及び修了を祝福
する「卒業を祝う会」を秋田ビューホテルで開催
します。例年、多数の卒業生や修了生が参加され
ます。学長や学部長、学部教員や事務職員、就職
情報室や保護者の方々なども参加され、卒業や修
了の喜びに満ちあふれます。会の終わりには毎
回、本学部の大先輩である成田為三氏と倉田政嗣
氏が作曲、作詞され、秋田県で長年愛唱されてい
る「秋田県民歌」の斉唱が響き渡ります。秋田で
学んだ「縁」が強く意識される会です。

昨年度の祝う会の様子（なまはげも参加）

旭水会について：
1888 年に、秋田県尋常師範学校の第一期生た
しゅうすいかい

ちが「秋 穂 会 」を結成しました。
「旭水会」の始
まりをその年としています。旭水とは旭川のこと
で、〝旭川の水のほとりに学ぶ者たちの集い〟と
して、〝旭川の水の流れのごとく清流は永遠に絶
えることはない〟という思いが込められていま
す。旭川の名は、菅江真澄が太平山の旭岳から命
名したと言われています。
学部のシンボルマークであり、通信の題字左横
に使用しているマークは旭水会と共用しているも
ので、もともとは、旭水会の創立 100 周年を記念
して、1988 年 10 月 1 日に制定されたものです。
大輪の旭日を背にそびえ立つ太平の峰と、ここに
源をもつ旭川と太平川を表したもので、旭水会と
母校の限りない発展を併せ願ったものです。制作
者は笠原幸生名誉教授（当時は教授）です。
会員は約７千名で、支部は、鹿角、大館・北
秋、能代・山本、潟上・南秋、男鹿、秋田市、本
荘・由利、大曲・仙北、横手、湯沢・雄勝、東
京、静岡、千葉の 13 あり、それぞれに支部長、
副支部長、事務局長などが置かれています。会費
は年間 2 千円です。
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国際交流等学術研究交流基金による海外留学報告
2018 年度（第Ⅱ期）教育文化学部国際交流等学術研究交流基金の助成事業による支援を受けて海外留
学中の教育文化学部学生に執筆してもらいました。
【学部ＨＰのブログから転載】
人間文化コース 三浦 純玲
・学習内容
中国語と英語の授業を週 3 コマずつ受けていま
す。授業時間は中国語が 3 時間、英語が 2 時間で
す。どちらもネイティブの先生なので、日本語は
もちろん使えません。中国語は基礎からやり直し
ました。だんだん使える語彙が増えていき、自分
の伝えたいことを伝えられるようになる楽しさを
実感しています。また、台湾に留学することを決
めた理由の一つが、英語の授業に参加することが
できたからです。留学中に２つの言語を勉強する
ことは大変ですが、とても充実しています。

英語教育コース 佐藤 彩佳
2018 年 8 月 19 日より、アメリカのセントクラ
ウド州立大学での留学生活が始まりました。秋学
期を終えた現時点での、これまでの学習内容やこ
ちらでの生活についてご報告いたします。

・台湾の生活、環境
私は龍華科技大学の寮で生活しています。4 人
部屋で、全員国籍は違います。秋田では実家暮ら
しをしていたので、いきなり言葉も通じない人た
ちと同じ部屋で生活を共にするのは不安がありま
したが、徐々に慣れました。台湾は交通費や食費
(寮にキッチンがないため全て外食)も比較的安く
済みます。日本の商品も、割高ですが至る所に売
っているので、心配する必要はありません。時間
がある時には友人と台北へ出かけたり、連休には
足を伸ばして台中まで行ったりしました。自分の
行動力次第で、留学はより有意義なものになると
思います。

生活に関して、これまでに 2 回の短期留学を経
験していたこともあり、カルチャーショックはあ
まり感じませんでした。しかし、日本との違いか
ら学んだり、自分について新たな発見をしたりす
ることは多々あります。

秋学期では、自分の専攻である英語教育に関す
る授業を二つ、英語のライティングに焦点を当て
た授業を一つ、そして言語に関する授業を一つ受
講しました。秋田大学で学んだことと多少重複し
ている部分もありましたが、より深く実践的に学
ぶことができました。

自分の思い描いていた理想の留学生活とは異な
る部分も多く、そのギャップに苦しむこともあり
ますが、この経験を将来生かすことができるよう
残りの期間も頑張っていきたいと思います。

セントクラウド州立大学内にある
秋田県教育委員会の記念植樹付近での一枚

年越し旅行：日月潭にて

みなさんも留学に積極的に挑戦しましょう！
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教育ミニミニ実習を終えて

12 月 27 日、28 日、１月４日、７日の計４日間、
横手市立十文字中学校での教育ミニミニ実習に参
加してきました。高校生 14 名、大学生は私も含め
て２名の参加でした。教育ミニミニ実習では、正
規の実習期間よりも短い期間で、模擬授業を２度
練習した後、実習授業を１度行いました。また、３
年生への質問教室への参加や、PTA 役員や学校評
議員の方々との「10 年後の社会を見据えて、これ
から求められる人物や教師像」について意見交換
を行いました。参加したきっかけは、今年度の公
立小学校の実習での反省を踏まえた授業づくりが
したかったことと、小中の連携した教育を考える
ときに、私はまだ中学生の学習の様子を観たこと
がなかったので、参考にしようと思ったことです。
加えて、教育ミニミニ実習では高校生が多く参加
するということでしたので、高校生の考える教育
や教員に対する率直な印象など、交流を通して知
ることが出来ると思ったことです。

教育実践コース３年次 大友 翔矢
方を変えなくてはいけませんでした。難関高校を
目指す生徒には技能を中心に、基礎の定着を目指
す生徒には繰り返し練習することを中心に指導し
ました。２つ目は、意見交換の時の高校生の発言
でした。知識だけでなく高度な情報化社会を生き
抜く力を身に付けさせたい、愛のある教育が大切
だ、教育者としてのユーモアさが必要であるなど、
私が高校生の時には考えたことがなかった教育や
教師についての意見をたくさん聞くことが出来ま
した。３つ目は、実習授業です。私は、中学１年生
の理科で「質量パーセント濃度」について授業を
しました。２つの溶液の濃さはどのようにして比
べることができるのかについて、質量パーセント
濃度の公式を使わずに比べる方法を考えました。
生徒から多種の考えが出てきたこと、中学１年生
の素直な反応や理科に対しての意欲を感じました。
教育ミニミニ実習を終え、私自身の経験に幅を
もたせることが出来たと思います。来年度には副
免実習が附属中学校で行われるため、中学生の実
態を踏まえた授業づくりをしていきたいと思って
います。また、今回の経験を、小中の連携した教育
にどのように生かせるのか、自身の研究に励みた
いと思っています。

実際に参加してみて、これまで大学の実習に比
べて、とても内容の濃い実習だったと感じていま
す。理由として、３つ印象に残ったことが挙げら
れます。１つは、受験間近の中学３年生への質問
教室を経験したことです。十文字中学校では、レ
ベル別に教室を分けており、各教室での指導の仕
＊「教育ミニミニ実習」とは？
大学生・高校生教職体験プログラムが正式名称
です。本事業は教職を目指す大学生・高校生を対
象とした教職体験事業で、中学生との交流を通じ
て自己の適性を知り、将来の夢の実現への一歩と
することを目的としています。また、中学生にと
っても年齢の近い高校生や大学生が活動する姿を
見ることで、今後目指す進路について意識する機
会を提供します。
8 回目の開催となる今回は、実習受入校の横手
市立十文字中学校の協力の下、平成 30 年 12 月 27

日・28 日および平成 31 年 1 月 4 日・7 日の計 4 日
間に渡って実施されました。実習生は各教科の指
導補助や実習授業を通し、学校教育の一端に触れ
ました。
参加者は教職を目指す秋大学生 2 名、秋田県南
地区 5 校の高校生 14 名で、①補習等において各教
科指導の補助的活動、②部活動や特別活動におけ
る補助的活動、③実習授業(1 人 40 分)、④懇談会
を行いました。主催は秋田大学横手分校で、後援
が秋田県教育委員会、横手市教育委員会です。
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第５（2018－19）期学生協議会の学生委員を委嘱
1 月 9 日、一般教育 1 号館 2 階会議室で、学生
協議会の学生委員に対する辞令交付式が行われま
した。学生協議会は、2014 年度に発足していま
すので、今回 5 期目に入ったことになります。学
部・研究科を教職員と学生・院生とが協働して盛
り上げていくことをコンセプトにしています。
学生委員は、①行事企画部会、②情報発信部
会、③ボランティア部会、④教育環境部会、の四
つの部会に所属して、活動します。3 号館 2 階
248 が学生委員会室になっています。
学生委員一覧
No.

所属・学年等

氏 名

1

教育実践コース

1

四十物 舞柚

2

教育実践コース

1

松田 直也

3
4

英語教育コース
理数教育コ―ス

1
1

小松 千夏
吉田屋 楓弥

5

特別支援教育コ―ス

1

堤 祐也

6

こども発達コ―ス

1

大賀 千聡

7
8
9

地域文化学科

1

小野 叶佳

地域文化学科

貴志 洗斗

地域文化学科

1
1

10 地域文化学科

1

鈴木 進之介

近藤 美緒

地域社会コース３年次 籾山 琴乃
学生協議会代表になりました地域文化学科地域
社会コース 3 年 籾山琴乃です。わたしは昨年の
オープンキャンパスの企画運営に関わったことが
学生協議会としての初仕事でした。その初仕事を
終えて、わたしは達成感より後悔を残しました。
準備期間の短さや、人員不足など言い訳はたくさ
ん出来ます。このオープンキャンパスを作るにあ
たってわたしは何をした？もっと何ができた？と
いう気持ちを残してしまったからだと思います。
当日のスタッフとしての仕事は、オープンキャ
ンパス参加者の皆さまからの感謝の言葉などを頂
けたため充実していました。終わって振り返
部会
ってみると、このオープンキャンパスは来て
②
くれる高校生が楽しめて、何かを得て、スタ
③
ッフとして参加している学生も楽しめるもの
①
であったかと考えてみると、どうしてもそう
④
は思えないと思ってしまうのです。
②
学生協議会の仕事は、オープンキャンパス
①
の企画運営だけではありませんが、わたしの
②
今年の目標は「オープンキャンパスを来てく
③
れる高校生が楽しめて、知りたいことを知れ
①
て、迎える秋大生も楽しめるものにしたい」
④
にしたいと思います。
③
オープンキャンパスの成功によって、「学
②
生協議会って、なんだかおもしろそうなこと
④
をしているじゃないか」と思ってもらえるよ
①
うな組織になったらいいな、それが実現した
①
らいいなと思っています。
②
学生協議会は、自分たちの学校生活をより
④
よくするために運営されるべきであると思う
①副代表 ので、そういった考えで動き話し合える組織
①
になるための基盤作りを抱負として掲げま
②
す。
③
最後に、この場を借りて、学生協議会の
①
メンバーにも代表としてメッセージを伝えた
②
いと思います。毎日の大半を過ごす大学で
④
す。もっと楽しく過ごせる場所にしたくない
①
ですか？難しいかもしれませんが、一緒に考
①
えてほしいです。1 年間よろしくお願いしま
③
す！

11 教育実践コース

2

佐藤 拓斗

12 教育実践コース
13 教育実践コ―ス

2
2

佐藤 舞優

14 英語教育コ―ス

2

佐藤 遥斗

15 理数教育コ―ス
16 特別支援教育コ―ス

2

佐々木 隆紀

2

佐藤 暉

17 こども発達コース

2

三國谷 瑠星

18 地域社会コース

2

19 地域社会コ―ス
20 人間文化コース

2

森井 基貴
淡路 友花

2

根本 優花

21 人間文化コース

2

松橋 茜

22 教育実践コース

3

小笹 直也

23 教育実践コ―ス

3

斎藤 実奈

24 英語教育コ―ス

3

澁谷 優夢

25 理数教育コ―ス

3

高松 啓介

26 特別支援教育コ―ス

3

大竹 祥平

27 こども発達コース

3

佐々木 夕香

28 地域社会コース
29 地域社会コ―ス

3
3

佐々木 華倫
籾山 琴乃

④代表

30 人間文化コース

3

赤城 優太

③

31 人間文化コ―ス

3

大木 美駒

②

32 心理教育実践コース

古谷 優実

院 1 佐藤 麻由子

院 1 猿田 尚
34 カリキュラム・授業開発コース 院 1 長谷川 いずも
35 発達教育・特別支援教育コース 院 1 池田 和馬
33 学校マネジメントコ―ス

①

③
②
①
④
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地域社会コース２年次 森井 基貴
このたび教育文化学部の学生協議会副代表にな
りました、地域文化学科地域社会コースの森井基
貴です。2019 年度の本学部における事業のサポ
ートを、代表や他の委員と共に行っていきたいと
思います。
さて、私事で恐縮ですが、普段から町歩きや秘
境などの旅をする事が好きで、県外出身の私も二
年で秋田県の至る所に行ったり泊まったりしてき
ました。そこには〈忘れ去られたもの〉、〈光明
を待つもの〉、〈今なお輝き続けるもの〉という
三つの場所がありました。大学を中心とした生活
圏の中で日常を過ごしている中、そこから一歩外
れた三つの〈非日常〉は、多くの感動と躍動を与
えてくれます。
同じように、普段の大学生活では〈見えなくな
ったもの〉、〈先見を待つもの〉、〈今も見える
もの〉のような三つも、限られた視界の中で見て
いるのかもしれません。

今回の活動を契機に、〈待つもの〉をフレームワ
ークで囲い込む、そんな活動を何かしらの形で行
えたらと思っています。
最後の蛇足ですが、秋田の四季はとても鮮やか
な彩を持っていて、中でも冬には厳しさを持つ一
面がありますが、そんな中にも、〈光明を待つも
の〉、〈先見を待つもの〉が見えてくると、私は
実際に旅して感じています。

2018/01/27 横手市増田町狙半内にて

全日本大学女子駅伝に出場

平成 30 年 10 月 28 日に，
仙台市で行われた第 36
回全日本大学女子駅伝対校選手権大会（杜の都駅
伝）に東北学連選抜チームの一員として出場しま
した。
私は，高校生のときから毎年この全日本大学女
子駅伝をテレビで見ていて，そこで走る選手たち
にとても憧れていました。しかし，秋田大学陸上
競技部には女子長距離部員が私しかおらず，秋田
大学というチームを組んで駅伝に出場することさ
えできません。大学 1，2 年生のときは，その状況
を悲観的に捉え，自分の実力のなさを環境のせい
にしたこともありました。
そんなときに，全日本大学女子駅伝の東北学連
選抜チームの存在を知りました。東北学連選抜チ
ームは，全日本大学女子駅伝が東北で開催される
ことから特別に設けられるチームで，本戦出場で
きなかったチームから 5000m のタイムのよいメン
バーが選抜されてできるチームです。
憧れの舞台で走るチャンスがあることを知り，
私はその日から東北学連選抜チームの選考基準で
ある 5000m のタイムを上げることだけを考えて練
習に取り組み始めました。私は元々800m や 1500m
といった中距離を専門としていたため長い距離は
苦手で，選抜されるには 5000m のタイムを 30 秒近
く縮める必要がありました。また，秋田は開催さ
れる競技会や大会がほとんどなく，5000m の公式

教育実践コース 3 年次 桜庭 美紅
記録を残す機会自体が限られてきます。そこで私
は，月に 2～3 回，仙台や関東で開催される競技会
に参加し，試合と練習を兼ねながら 5000m の場数
を踏んでタイムを縮めていきました。そうなると，
苦しくなってくるのは移動費や宿泊費などからく
る金銭面です。早朝の新聞配達など 3 つアルバイ
トを掛け持ちして試合のためのお金を稼ぎつつ，
夕方の練習時間を確保していました。そういった
努力の甲斐あって，東北学連選抜チームの 6 区に
選抜されることができました。知らせを聞いたと
きは，今までの陸上人生の中で 1 番嬉しかったで
す。
そして実際に夢の舞台を走ってみて，トップ選
手と自分の差を、身をもって感じることができま
した。私は，全日本大学女子駅伝を走ることが目
的でしたが，その心持ちだと本戦ではまるで歯が
立ちません。来年は出場することのその先へと意
識を高め，必ずまた全日本大学女子駅伝を走りた
いと思い
ます。
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英語教育コースの特色
英語教育コース３年次 佐藤 美由
私は、秋田大学の英語教育コースに入り、小学
校教師や中学校・高校における英語教師になるた
めに邁進する仲間に出会うことができました。ま
た、先生方や仲間の支えのおかげで、勉学に集中
できる素晴らしい環境に身を置けていることを
日々実感しています。
英語教育コースの一番の特色は、先生方との距
離や学生同士の距離が近いことだと思っていま
す。先生方は、日頃から私たち学生のことを気に
かけてくださっていて、様々な相談に乗ってくだ
さり、講習会など私たちのためになるような学習
の場を設けてくださります。また、新入生を迎え
る会や卒業生を送る会にも積極的に参加してくだ
さり、学びに関するお話の他にも様々なお話をす
る機会に恵まれていると感じています。私たち３
年生は後期からゼミに入り、卒業論文のテーマに
ついて考えているところですが、行き詰まった時
には様々な専門的立場からご助言をいただき、方
向性を定めていくことができました。このよう
に、英語教育コースでは、よく気にかけてくださ
る先生方のおかげで自身の学びたいことを突き詰
めることができます。
また、学年間の仲が良いことも英語教育コースな
らではの特色だと思います。私たちのコースで
は、１年生から研究室に配属されるため、学年が
離れた先輩や後輩との関わりが深いです。研究室
には「英研ノート」という、誰でも書き込み可能
なノートがあり、私はそこに書かれるサークルの
イベントの告知や日常の他愛もない話を見ること
を楽しみにしています。また、各学年が１２、３
人程度という少ない人数であることを生かし、秋
大祭や「英研祭」などのイベントを通してさらに
親睦を深めています。秋大祭では２年生が、英研
祭では３年生が主体となって企画するほど、下級
生の意見も大いに反映される環境が整っていると
思います。私自身、そのようなイベントを通して
先輩や後輩と仲を深め、TOEIC を受験する際には
アドバイスをいただいたり、オススメの参考書を
貸していた
だいたりし
て、その仲
の良さを再
確認しまし
た。
このよう
に、英語教
育コースで
は親しみ深

い先生方に囲まれ、個性豊かなメンバーと支え合
いながら活動していくことができます。
英語教育コース 3 年次 鈴木 葵
私たち英語教育コースの学生は主に中学校・高
等学校における英語教員として自覚や確かな知識
を持って教壇に立てるよう日々勉励しています。
1 年次から専門の研究室に入り、仲間と共に見識
を広げていきます。そんな英語教育コースには私
自身の所感ではありますが特筆すべき特徴が 2 つ
有ります。
一つは師弟間の距離の近さです。私たちに英語
教師として必要な心得を教えてくださる先生方は
学生と距離が近く、親身に相談に乗ってください
ます。毎年 2 月頃に行われる 4 年生の先輩方の追
い出しコンパにも先生方が参加なさり、時には学
生と一緒に写真を撮ったり、学生と一緒に飲みに
行ったりと、親しみやすく且つたくさん話を聞い
ていただきたいと思うような魅力的な先生方が担
任あるいは卒論の担当教諭として面倒を見てくだ
さいます。
もう一つは学生間の距離の近さです。通常、他
のコースですと一学年 100 名ほど学生がいるとこ
ろも在るのですが、こと英語教育コースに関して
は一学年あたり約 10 名、2 年生に上がると教育
実践コースから英語を専門として選択した学生も
加わるため一学年あたり約 15 名になります。全
学年合わせておよそ 50 名と他学部他コースと比
べて随分密接なコミュニティーが築かれていま
す。毎年 2 回ある研究室のイベント「英研祭」で
は学生が企画・運営を行いスポーツ大会や料理、
呑みなどを通して先輩後輩が親交を深めていま
す。下の写真でも、1 年生から４年生まで全ての
学年が協力して料理を作っています。
このように、英語教育コースは人数の少ない専
攻だからこその人間関係や行事を楽しむことがで
きるコースです。自分自身の興味関心に合わせた
修学に加え、円満な人間関係を築くことができる
のがこのコースの魅力です。
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あきた国際文化カフェを開催
人間文化コース 3 年次
村上 李紗
平成 30 年度のあきた国際文化カフェは、
「映画
がつなぐ地域と国際」と題し、1 月 12 日（土）
に秋田大学で行われました。内容は全 3 部から構
成され、映画・映画館を通して地域のあり方を考
えることを目的とし、学内外から多くの方々にご
参加いただきました。
第 1 部では、
「映画鑑賞が拓く地域の未来」と
題してシンポジウムを行い、あきた十文字映画祭
から高橋憲記さんにお越しいただき、あきた十文
字映画祭の紹介や開催までの企画･運営等のお話
を、また、大館御成座からは切替桂さんにお越し
いただいて、閉館していた御成座を復活させるま
でのドラマについてお話をしていただきました。
第 2 部では、秋田大学の学生らが、授業におけ
る映画についての取り組み･研究成果を紹介･発表
するポスターセッションとプレゼンテーションを
行いました。学生が受講した映画に関する授業内
容の紹介や研究成果などがまとめられたポスター
の前では、その内容について、活発な質疑応答や
意見交換が行われました。また、地域文化学科 1
年次の学生による、地域学基礎の授業でのプレゼ
ンテーション「秋田市の映画文化について」が再
演されました。
第 3 部では、参加者全員が参加し、
「秋田で映
画を見る意味」について議論する座談会が行われ
ました。「秋田で映画を見る意味」をテーマに、
各参加者が、映画･映画館に関する自身の体験談
や経験を踏まえ、地域に映画館があることの必要
性、映画館を維持するための取り組み、映画館で
見る映画の良さ･楽しさなどについて討論し合い
ました。
様々な経
歴を持った
多くの方々
に参加して
いただき、
活発な議論
を通して、
新たな発見
や考え方に触れる貴重な経験が出来た会となった
のではないでしょうか。
人間文化コース 3 年次 大木 美駒
「国際文化カフェ」は地域文化学科が開催する
イベントで、毎回テーマを変え様々な角度から
「地域」について考えていくのですが、教員と秋
大生だけでなく、高校生や一般の方々との幅広い

交流の
場にも
なって
いま
す。今
回のテ
ーマは
「映画
がつなぐ地域と国際」ということで、県内の高校
生から秋田大学卒業生、映画関係者の方々まで多
数ご参加いただきました。
私は当日、第２部のポスターセッションで授業
の紹介をしました。テーマは、
「映画の授業って
どんなことをするの？」
。映画の魅力はもちろん
のこと、大学での勉強の楽しさを伝えられたらと
思い準備をしました。当日は、高校生の方たちが
熱心に耳を傾けてくれて、
「映画には様々な分析
の仕方があることを知りました」「映画の歴史っ
て意外と知らなかったです！」などの感想を言っ
てもらうことができました。また、学生の発表な
ども見て「大学では“自分で考えたり実際に行動
する”勉強ができると初めて知りました。高校ま
での授業とは違う感じでとても楽しそうです！」
とも言ってもらえて、この機会が、大学について
知るきっかけになったと思うと嬉しかったです。
そして第３部の座談会は「秋田で映画を見る意
味」というテーマのもと全体で話し合いをしまし
た。会場には学生や教員だけでなく、あきた十文
字映画祭、そして御成座からもご参加いただい
て、まさに映画のスペシャリストの集まりでし
た。話し合いでは、皆さんの映画への思い、熱気
に圧倒されてしまいました。お話を聞いていて印
象的だったのが「若い頃に映画館で観た映画の記
憶、衝撃は今でも鮮明に覚えている」「映画館が
減っている今この時代に、初めて映画を観た映画
館が地元に残っているということ、こんなに幸せ
なことはない」という言葉です。一つの映画館か
ら生まれた地元への愛着心。本当に素敵なお話で
した。このように、今回のイベントに参加して、
ポスターセッションで話をするだけでなく、色々
な方のお話
を聞くこと
が出来て、
とても貴重
な経験にな
りました。
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福島県二本松市根柄山団地での交流会
こども発達・特別支援講座 瀬尾 知子
んからパワーをもらったような気がします。自分
に何かできることがあったら協力して、少しでも
被災された方々の力になりたいと思いました」
「きりたんぽ鍋は、福島の方々も、おいしい、お
いしいと食べてくださって、なんだか誇らしい気
持ちになりました。帰り際もたくさんの方々がき
りたんぽを持ち帰ってくださってうれしかったで
す。私自身も福島の郷土料理に興味を持ちまし
た」等の感想がありました。
実際に福島を訪れ、避難者と交流会を行うこと
は、学生にとって、コミュニティーの大切さ、自
分自身の生活を考える大変有益な機会になったと
思います。
今回の交流会は、秋田大学年度計画推進経費を
いただき、また、東日本大震災後、継続的に支援
を続けている、特定非営利法人 FUKUSHIMA こころ
つなぐプロジェクトの協力を得て、実施すること
ができました。今後も、継続的に避難している
方々と交流会を実施していきたいと思います。

交流会チラシ

平成 30 年 12 月 22 日（土）に、福島県二本松
市根柄山団地集会場にて、「きりたんぽ鍋をつく
ろう！～秋田大学教育文化学部の学生との交流
～」を行いました。交流会には、秋田大学教育文
化学部から 6 名の学生が、根柄山団地からは入居
している 17 名の方が参加しました。
東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故
から 8 年が経過しました。福島県では、原子力災
害による避難者の方々の居住の安定を確保するた
め、復興公営住宅の整備がされています。交流会
を行った根柄山団地（全 70 戸）も復興公営住宅
の一つであり、現在 9 割程度の方が入居されてい
ます。
今回の交流会では、学生と一緒に、秋田の郷土
料理「きりたんぽ鍋」をつくり、鍋を囲み、歌や
ゲームを行いました。参加された方からは、「久
しぶりに、若い学生さんたちと一緒に交流ができ
て嬉しい」「是非、これからも色々な活動をして
頑張ってほしい」等の感想をいただきました。ま
た、参加した学生からも「今回交流したみなさん
はとても元気で優しく、訪問した私の方がみなさ

きりたんぽ鍋をつくって交流している様子

歌やゲームで交流している様子
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秋田大学公開講座「サイコロジカル・カフェ」を開催

②Café Mind & Brain（担当：中野良樹）
私たちは、「人間のこころは脳の活動から生み
出される」と素朴に信じています。本当にそうな
のでしょうか？こころと脳の奥深い関係につい
て､実験心理学や脳科学、動物行動学などの研究
成果をもとに楽しく学びます。
③イリュージョンカフェかたち（担当：森和彦）
私達はなぜかたちを認識するのか？目の前にあ
る形が見えたり見えなかったりするのはなぜか？
幾つかのガジェットを用意して不思議を体感して
いただきます。
④Café オレ／ Café ワタシ（担当：北島正人）
自分のことを見つめ直す、ということは意外と
むずかしいことです。ここでは、エコグラムとい
う簡単な心理検査で自分の心のバランスを形にす
ることで、自分の性格特性やさまざまな心のパタ
ーンを捉えようと試みます。日常の対人関係や自
己理解に活用してみましょう。
⑤Café アカルイ☆ミライ（担当：柴田 健）
リソースとは？ミラクルとは？そして、解決構
築とは？解決志向ブリーフセラピーの世界を少し
だけのぞいてみませんか？
12 月 4 日から 12 月 19 日まで計 5 回にわたっ
て開講し、毎回 6～9 名の方が受講しました。各
回のテーマと概要と担当者は以下のようになりま
す。
①Café 夢占い？夢分析？（担当：宮野素子）
夢は、そのほとんどについて、意識に顧みられ
ることなく忘れられてゆきます。それにもかかわ
らず､私たちは、どうして夜ごと夢をみるのでし
ょう。私たちの夢が、個人のこころに何を知らせ
ているのか探るための鍵を学びます。

担当された北島先生の感想：サイコロジカル・
カフェでは、心理学教員それぞれの専門分野のほ
んの入り口程度の内容ではありますが、楽しく学
んでいただけることを目的としております。秋田
大学の研究者・教員がどういった内容の専門分野
を提供できるか、それを知っていただく糸口には
なっていると思います。「地域の方々が自ら求め
て」大学にアクセスしてくださることに大きな意
義があると感じています。

５号館１階に自販機を設置しました

秋田駅東口から眺める冬の太平山
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第 1 回シティズンシップ講座（カモンれく）を開催

シティズンシップ講座とは、市民や公民、主権
者として必要な教養を身につけるための講座で、
課程と学科、コース、専攻の違いを超えてともに
学ぶ場を設定しようとするものです。
「カモンれ
く」の「カモン」は学部のマスコットキャラクタ
ーである「カモン」から来ています。
「れく」
は、レクチャーのレクです。年に 3 回くらいでき
たらいいと考えています。内容としては、投票
（18 歳選挙権など）
、消費者問題、新興宗教、労
働基準法（ブラック企業、ブラックバイトな
ど）、各種ハラスメント、貧困・格差問題など、
いろいろ考えられます。学生のみなさんの希望を
聞きながらテーマを設定する予定ですので、ぜひ
希望を寄せてください。
第 1 回目を 1 月 23 日に開催しました。140 名
程度の参加者でした。秋田なまはげの会の方が講

師を務めました。秋田なまは
げの会は 2007 年 6 月に県内の
クレジット・サラ金・悪質商
法の被害をなくそうと、被害
経験者・弁護士・司法書士・
消費者生活相談員によって設
立され、被害者への相談、家
計管理の支援を通じて、生活
の再生を目指しているボランティアの団体です。
まず、西野大輔弁護士より「民法改正と成年年
齢引き下げ」についての講演がありました。これ
までは 20 歳になるまで、未成年者取消権が行使
できたのに、2022 年 4 月 1 日以降、18 歳以上の
人はそれが行使できなくなります。取消権がある
と、無理な勧誘へのブレーキにもなり、救済の可
能性も高いのですが、その保護がなくなれば簡単
に取り消せなくなります。法律によって変更され
るものと変更されないものがあるので、注意が必
要です。
その後、秋田市市民相談
センター消費生活担当の消
費生活相談員小玉順子さん
から「若者【10 代～20 代】
の消費生活相談事例紹介」
があり、簡単なクイズもあ
りました。ネット通販定期
購入トラブル、副業サイト
（出会い系サイト）トラブル、もうけ話トラブル
などが紹介されました。いったん被った被害を回
復することは容易ではないので、とにかく、注意
をして近づかないこと、被害にあわないようにす
ること、それでも被害にあってしまったら抱え込
まない、泣き寝入りしないで、周囲の人や秋田市
市民相談センター消費生活担当（市役所 1 階、
018-888-5648）
、秋田市弁護士会（018-8965599）に相談しましょう。
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あきたの教師力高度化フォーラムに参加を！

http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/eventa/img/pro40008_01_dl.pdf
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“女帝”と秋田

わが国の王権史上、はじめての譲位は 645 年 6
け いし

月、皇極女帝のときに行われました。養老継嗣令
には「女帝の子」の規定がみられます。律令では
「女帝」と「女帝の子」の即位が認められていまし
た。女帝という語は今の時代にあまり馴染まない
のですが、わたくしは、女性を排除すると成り立
たなかった古代の政治機構に鑑み、
“女帝”表記を
用います。
古代国家の北の辺境に位置づけられる秋田です
が、中央政府にとって重要な地域でした。“あきた”
さい めい

の地名がはじめて歴史書にみえるのは斉明天皇 4
ひ

ら

ふ

年（658）、阿部比羅夫が 180 艘の船を率いて秋田
の沿岸に来たときのことです。
『日本書紀』には齶
え みし

おん が

田と記されます。蝦夷の首長・恩荷は清い心で朝
廷に仕えると申し出て政治関係が結ばれました。
皇極は退位した後、斉明として再び即位しました。
秋田の歴史のはじまりは女帝の時代だったので
す。
和銅 3 年（710）に平城京に遷都します。このこ
ろ出羽地域でも律令制による支配が行われるよう
になりました。和銅元年（708）に越後国の申請に
より出羽郡が設けられました。出羽柵もこのころ
造られたと考えられます。和銅 5 年（712）には山
形県庄内地域を中心に出羽国が成立し、陸奥国か
ら最上・置賜 2 郡を編入します。これらの事業を
げんめい

遂行したのは元明女帝です。
都では和銅 8 年（715）に平城宮大極殿で元明天

秋田大学名誉教授 渡部 育子
皇最後の朝賀が行われ、出羽の蝦夷も参列しまし
た。元日の儀式に鉦鼓など楽隊を用いるのはこの
ときからはじまりました。蝦夷たちが地元に戻っ
たとき、都で見聞きした情報を伝えたことは容易
に想像できます。
天平 5 年（733）に出羽柵は「秋田村高清水岡」
に移転します。このころの出羽国は陸奥国とひと
つのまとまりとなっていました。現在の東北地方
のルーツとなる広域行政区が形成されたのは養老
年間（717-723）のことです。715 年に母・元明天
げんしょう

皇が譲位し、36 歳で即位した娘・元 正 天皇は当時
の国際社会を意識した政策を掲げました。中国・
あんさつし（あぜち）

唐で効果があったといわれる 按 察 使 による地
方行政監察制度もそのひとつです。按察使は 1 国
の国守（国の長官）が近隣の数カ国を管轄する制
度で、出羽は養老 5 年（721）に陸奥按察使管轄に
なりました。また、養老 4 年（720）に渡嶋津軽津
もろのきみ く ら お

まつかつ

司・諸 君 鞍男ら 6 人を靺鞨国に遣わして、その風
俗を観させました。津司が置かれた場所は史料に
は記されませんが、秋田の可能性が高いと考えら
れます。
“あきた”の地名の初見、出羽国の建置と整備、
北方外交の新展開、現在の東北地方という地域的
まとまりの形成は、すべて女帝治世下の出来事で
す。女帝をキーワードに歴史を読み直すと何が見
えてくるのか、楽しみです。
（2019 年 1 月 14 日）

教育研究・運営カウンシルを開催
1 月 29 日（火）に教育研究・運営カウンシルを
開催しました。1 回目を 4 月 25 日に開催した後、
ほぼ毎月、書面による審議を行ってきましたが、
今回、ご多忙なところ、外部委員の方々にお集ま
りいただき、学部委員、執行部会議メンバー、事務
部を含めて協議を行うことができました。
今回は、中期計画・中期目標で、カウンシルの検
証が必要とされている、秋田県の小学校教員の占
有率、教員就職率、研究科の定員充足率、ＦＤの状
況、学校教育課程の教員の教職経験率、研究や社
会貢献等の現状、秋田県への就職率などについて
意見を伺いました。教員養成関係だけでなく、地
域文化学科の地域貢献人材の養成についても意見
を交換しました。
学部・研究科への期待は高く、とりまく環境の

厳しさの中で、取り組みの一層の質の向上を確認
しました。終了後の情報交換会も含め、有益な協
議、交流の場となりました。
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校舎の分離と統合－学部の歴史をたどる⑧
1949 年の学芸学部発足当時、教員組織は以下
のように学芸部と教育部に分けられました。
学芸部
人文科学科（哲学、国語、英語）
社会科学科（法律・政治、社会・経済、地理、
歴史）
自然科学科（数学、物理、化学、生物、地学）
教育部
教育学科（教育学、心理学、教科教育）
職業学科（職業・農業、家庭科）
芸能学科（音楽・美術）
体育学科
なお、1962 年以降、教員組織は人文学科、社会
学科、理数学科、芸能学科（音美体）
、実業学科
（技術・農業・家政）
、教育学科（教心幼特）に
再編されます。
保戸野地区（現附属学校園）

⇓

発足当初、校舎は保戸野原の町（旧男子師範、
現在の附属学校園敷地）
、東根小屋町（旧女子師
範、現在の県立美術館とその周辺）
、四ツ小屋
（旧青年師範）にあり、保戸野に学芸部と附属中
学校、東根小屋町に教育部と附属小学校、附属幼
稚園、四ツ小屋に農業科が置かれました。教職員
も学生も保戸野と根小屋町の間を行ったり来たり
しなければなりませんでした。
1954 年頃からは手形の新営工事が始まりま
す。手形は師範学校移転の後、旧制秋田中学校が
置かれ、進駐軍に接収されてすぐに火事となって
空き地になり、運動場になっていたところが、大
学の教育のために秋田県が秋田大学に寄付すると
した覚書が 1949 年末に交わされています。そし
て、1954 年、55 年に人文研究室と社会研究室が
手形に移転すると、手形を加えた 3 カ所を教職
員、学生が行き来することになります。徒歩や自
転車での移動は大変だったでしょう。

1963 年頃手形山からの風景

中通地区（現県立美術館）

⇓

1963 年に 1 号館（現在の国際資源学部）
、音楽
棟、体育館が完成し、8 月末に根小屋町・保戸野
町からの移転が完了し、学芸学部は手形に集約さ
れることになりました。すでに自然科学関係は鉱
山学部の教室に移転しており、また、人文・社会
系は、現在の図書館の位置にあった２階建ての木
造建物に入っていました。これらも、3 号館（当
時は 2 号館と呼称）が 1966 年末に完成し、４号
館が 1971 年、５号館が 1975 年に完成したところ
に入居し、ほぼ今の形となりました。
そして、空いた保戸野に附属学校園が集められ
ます。1962 年に小学校、1968 年に幼稚園が中通
から保戸野に移転します。根小屋町の校舎は、県
立秋田東高等学校（現・秋田明徳館高等学校）が
入り、1967 年まで使用され、解体されます。秋
田東高校は中通 6 丁目に新校舎が完成し移転しま
す（現在のあきた文学資料館）
。その後は、秋田
県婦人会館、児童会館、福祉会館、秋田赤十字病
院が入ります。それらは 1998 年頃にはすべて他
へ移転し、空洞化していたところ、2012 年に
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「エリアなかいち」が、2013 年に県立美術館が
オープンしました。参照：
http://20century.blog2.fc2.com/blog-entry-947.html

秋田明徳館高校は 2005 年に美術館東隣の地に
移転します。藩校明徳館が美術館のところにあっ
たことから明徳館の名称が使われています。明徳
館高校は定時制と通信制があり、単位制高校とな
っています。不登校の小中学生を支援する「スペ
ースイオ」が併設されています。
1973 年頃の全景写真を見ると、現 2 号 館 （ 音

楽 棟 ） 南 側 の 、 現 在 、 旭 水 苑 （ 1988 年 頃 に
整備）があるところに 2 階建ての建物があ
り、サークル部室で、学生自治会も使って
いたそうです。その東隣は守衛室・倉庫で
す。4 号館東側の 2 階建ての建物は課外活
動共用棟でした。教育門の東隣は自転車置
き場と思われます。
池付近の植栽も、5 号館もセンターも、
一般教育 1 号館・2 号館、学生支援棟も、
大体育館もありません。4 号館東隣のボイ
ラー室の巨大煙突がまだありません。図書
館はまだ東部分の拡張が行われていませ
ん。4 号館南側の駐車場はほとんどが舗装
されていません。大学正門前の通りの歩道
を見ると、まだ八重桜が植えられていない
ようです。現在、百周年記念館などがある
ところは県営住宅です。
＊学部百年史等から作成【文責：佐藤修司】
⇐ ⇓

1973 年 当 時 の 手 形 キ ャ ン パ ス
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