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第５回あきたの教師力高度化フォーラムを開催 

 

2 月 15 日（金）、16 日（土）の両日にわたり、

表記のフォーラムを「教職大学院を拠点とした教

員養成の高度化」と題して開催しました。1日目は

全体で 140名、うち外部から 36名、2日目は全体

で 90名、うち外部から 21名の方が参加しました。

秋田県教委や秋田市教委、秋田県総合教育センタ

ー、教職大学院の連携協力校の方々など、多くの

方に参加していただきました。 

1 日目午前は

学部学生によ

る教職発展演

習の成果発表

が 3グループか

ら行われまし

た。それぞれの

質疑応答の後、

秋田県総合教

育セターの研修員 3 名の方から励ましの講評が行

われました。続いて、秋田県総合教育センター研

修員による研究成果発表として、3 名の方から報

告が行われ、質疑応答がなされました。 

午前の部は、これまで秋田大学教育文化学部と

秋田県総合教育センターとの連携フォーラムとし

て 2009 年度から行われているものを引き継いで

いて、通算すると 9 回目にあたります。教職発展

演習（2 単位）は学部 3 年次の後期に行われてい

て、秋田県総合教育センターの研修員 6 名程度の

方が分担しながら、自分の授業づくり、学級づく

り、生徒指導の経験を学生に伝える授業となって

います。その授業を受けた上で、学生はグループ

で選んだテーマについて発表を行います。その中

から 3グループがフォーラムで発表しました。 

午後は、東

京学芸大学副

学長で、教職

大学院長でも

ある佐々木幸

寿 教 授 か ら

「教職大学院

を教師のキャ

リアルートにどう位置づけるのか～次世代の教育

を担い、日本の教員養成を真にリードする教職大

学院へ～」について講演が行われました。講演で

は、学部レベル、大学院レベルでの教員養成の課

題が整理され、現在、教師育成の地域システムへ

と発展してきていることが指摘されました。その

上で、全国最大規模の総合型教職大学院へとこの

4 月から転換される、東京学芸大学の状況につい

て紹介がありました。現行の教職大学院 40名、修

士課程 279名の定員が、4月からは教職大学院 210

名、修士課程 109名へと改

組されます。その状況に加

えて、東京学芸大学を中心

とする 11 大学による教員

養成高度化のための連携

協定の取り組みも紹介さ

れ、今後の全国的な教職大

学院の動きを知ることが

でき、大変有意義なものと

なりました。 

講演終了後は教職大学

院生の成果発表会として、2年次の学部卒院生 9名

の教育実践研究報告書についての発表が 3 会場で

行われました。 

 2 日目は午前中、1 年次の学部卒院生 10 名、現

職院生 6 名によるポスターセッションが 2 会場に

分かれて行われました。昼の時間帯には大学院進

学予定者説明会と、現職教員派遣校校長との懇談

会が行われました。午後は、2年次の現職教員院生

5名（カリキュラム・授業開発コース、発達教育・

特別支援教育コース）と 1 年次の現職教員院生 6

名（学校マネジメントコース：1年プログラム）の

発表会が 2会場で行われました。 

 教職大学院の院生のみなさんの発表はいずれも

学校現場の実践に即したもので、院生それぞれが

若手教員のリーダーとして、現場教員のミドルリ

ーダー、スクールリーダーとして活躍するための

核、基盤となるような内容のものでした。実践に

よって試され、周囲に伝搬していくことを期待し

ます。 
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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】 

 

イタリア留学生活 

人間文化コース 澁川 早紀 

 私は、イタリア本土の西に位置するサールデー

ニャ島で留学生活を送っています。自然豊かで、

気候も温暖なこの島は、夏は美しいビーチを目当

てに多くの観光客が訪れます。もちろん本場のイ

タリア料理も絶品です。 

 カリアリ大学では、言語学とイタリアの公用語

であるイタリア語の授業を選択し、勉学に励んで

います。その他にも、留学生は自分の学びたい分

野の授業を自由に選び履修することができます。

日本人が全くいない環境で、英語・イタリア語に

毎日触れることが出来るこの土地はとても贅沢だ

と感じています。 

 そして、ここでの留学生活は常に新たな価値観

を与えてくれます。多くの現地学生や、１学期に

200 人以上集まる留学生の仲間たちは、常に勉強

も遊びも全力で、そんな彼らの姿に多くの刺激を

受けながら、毎日を過ごしています。異国文化に

揉まれながら、残りの留学生活も悔いが残らない

よう日々全力で過ごしたいと思います。 

留学生の仲間たちと海へ 

 

 

有意義な留学生活 

人間文化コース 秋林 鮎美 

 こんにちは。韓国の国立ハンバット大学校に留

学中の秋林鮎美です。私の留学生活について簡単

ながら紹介したいと思います。 

 まず大学での授業は、韓国語の授業と学科の授

業を聞いています。韓国語の授業では、初級、中

級、高級に分かれていて私は中級を受講しました

が先生が面白く丁寧に教えてくださるので難しく

なかったです。そして、学科の授業では韓国人学

生に混ざって聞くので専門性の高い単語や難しい

表現も多く、そのおかげでさらに韓国語の実力が

伸びたと思います。 

 また日々の生活もとても充実しています。私の

所属が日本語科ということもあり日本に関心があ

る学生が多く、友達がたくさんできました。その

友達との付き合いの中で韓国の文化や日本との違

いを学べて、有意義な時間を過ごしていると感じ

ています。 

 留学に来て約半年が過ぎましたが、沢山のいい

経験ができた嬉しさと同時に時間の早さを感じて

います。残りの半年は今まで以上に意味のある時

間を過ごし、最後まで後悔のない留学生活を送り

たいです。 

学校の様子 

 

 
 

みなさんも留学に積極的に挑戦しましょう！ 
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理数教育コースの学び 
 

理数教育コース数学専攻 3 年次 熊谷 奈都子 

私たちは、卒業後に希望する校種の教壇に立つ

べく、日々学びを深めています。数学研究室には

約 60人の学生が在籍しており、3年次の後期から

はゼミを選択します。幾何学、解析学、統計学、代

数学、数学教育学の中から興味のある分野を選び、

一人一人が目標をもって研究に励んでいます。ゼ

ミは少人数なので教授との距離が近く、質問や意

見がしやすい穏やかな雰囲気で進められているこ

とが特徴です。また、教授や他学年の学生が交流

するイベントも多々あり、仲がよいことも数学研

究室の自慢です。 

そんなとっても仲良しこよしな数学研究室につ

いて知ってもらうために、今回は研究室・コース

で行われているイベントの「一部」を紹介します。

まず入学してすぐに行われるのが、理数教育コー

スの 1 年次と教授たちの交流会を兼ねたバーベキ

ュー＠まんたらめです。大自然を感じながらお肉

を食べ、きりたんぽを作り、教授と学生同士の仲

を深めることで、これからの大学生活に希望を感

じるきっかけとなる大切な機会です。また、数学

研究室での一大イベントといえば、学年の垣根を

越えた餃子パーティーです。年に数回、有志が集

まって声をかけあい行われます。皮からタレまで

すべて手作りし、それをみんなで食すことで、学

年間のかかわりがより深まっています。次の日の

教室はニンニク臭で講義どころではなくなるとい

う弊害もありますが、みんなで粉まみれになりな

がら作る餃子は格別で、数学研究室の伝統行事と

して長く親しまれています。 

このように私たちは、教授の皆さんが温かい目

で見守って下さるおかげで、自由に楽しく、思い

切り好きなことに打ち込むことができています。

数学が好き、自分の興味関心を高めたい、そんな

人がたくさんいることがこのコースの魅力です。 

 

 

理数教育コース理科専攻３年次 篠﨑さくら 

理数教育コースの学生は、小学校教員や、中学

校・高校での理科教員・数学教員になるために、

日々の学修に励んでいます。 

1 年生の時から理科専攻と数学専攻に分かれ、

それぞれの教科に特化した授業を受けることが出

来ます。特に、理科専攻では、2年生の時に物理・

化学・生物・地学、全ての科目の基礎的な実験を行

います。高校で専門的に学ばなかった分野では新

たな発見がありますし、学んだことがある分野で

も、様々な現象が起こる理由について実験を通し

て理解することができました。 

また、理数教育コースは 1学年 20人ほどで、学

生同士や教授と関わる機会も定期的に設けられま

す。新入生歓迎会や先輩方を送る会では、先生方

や先輩方、後輩とも話す機会があり、自分が専攻

にしていない教科の先生とも関わりがあります。3

年生に上がる前の研究室を決定する際には、先生

方がそれぞれの研究室の特色や研究内容を紹介し

て下さり、自分の学びたいことを考える上でとて

も参考になりました。 

この理数教育コースに入り、私は、同じ目標に

向かって一緒に頑張ることのできる仲間に出会い

ました。日々の授業や実習でも、助け合い、高めあ

いながら学ぶことができていて、友達の存在は勉

強を頑張る活力になっています。私は、共に学び

合うことのできる仲間に出会えることが大きな魅

力だと思っています。 
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音楽教育研究室の活動 
 

教育実践コース３年次 奥田 瑞季 

音楽教育研究室は 1年次 5名・2年次 4名・3年

次 5 名・4 年次 4 名の計 18 名で活動しています。

学生は、それぞれが専攻とする楽器・声楽を中心

とし、フレッシュコンサート、大学祭コンサート、

美郷町コンサート、自由研究演奏会など年間様々

な音楽活動に取り組んでいく中で、将来教員を目

指し日々大学で勉強に励んでいます。 

 音楽の授業といえば得意・苦手とする子どもも

様々です。私たちは、教員として大学で勉強した

事を子どもたちに学習としてだけ伝えるのではな

く、音楽の「楽しさ」「面白さ」を理解出来るよう

な授業を提案する事も大切だと考えています。そ

して、苦手とする子どもに少しでも好きになって

貰えるよう音楽の魅力を伝えていきたいという思

いで、大学での授業に取り組んでいます。 

 音楽教育研究室では様々な音楽活動に取り組む

ことで、今後の自分たちの目標により近付ける経

験が出来ます。主な音楽活動としてはコンサート

で、ソロやアンサンブル、合唱等の演奏を行って

います。その中で、本番に向けての練習は楽しい

だけではなく辛い場面もあります。ですが、研究

室の先生方も協力して下さり、友人と共に切磋琢

磨しながら毎回のコンサートを迎えられます。コ

ンサートを終えると毎回お客様に「良かったよ」

「素晴らしかった」とお言葉を頂き、頑張って良

かったと達成感を味わえます。 

一つのコンサートを成功させる為には、演奏す

るだけではなく運営まで自分たちで成し遂げる力

が必要です。何かに対してその都度目標を持つ事

で普段の行動からも自然に積極性が生まれるので

はないかと考えています。このような体験を積み

重ねることによって、教員になる為の資質・能力

が身に付くと考えています。そして、将来教壇に

立った時、この音楽活動の経験が生きてくると思

います。このように、大学での活動を通して音楽

科の実践的な教師力を身に付けられることは、本

当に素晴らしいと実感しています。 

 3月 5日（火）には、今年度最後の活動「自由研

究演奏会」がアトリオンで行われます。私たちは、

この演奏会の為に昨年から準備をしてきました。

今年度の集大成という事で、今までの練習の成果

を個々で発揮し、来年度の音楽研究室の活動にま

た繋げられるようにしていきたいと思っています。 
2月 16日のバレンタインコンサートの様子 

 

 

 

学部後期ＦＤ・ＳＤフォーラムを開催 
 

2 月 21 日（木）、3-145 において表記のフォー

ラムを「学部改組後の学生の入学から卒業まで～

４年生の学び～」と題して行いました。 

ＦＤ委員会の小池孝範委員長からの趣旨説明の

後、シンポジウム「教育文化学部での学びを考え

る」を行い、教育実践コースについて伊藤恵造委

員から、英語教育コースについて星宏人委員から、

理数教育コースについて原田潤一委員から、特別

支援教育コースについて谷村佳則委員から、こど

も発達コースについて瀬尾知子委員から、地域社

会コースについて中澤俊輔委員から、人間文化コ

ースについて中尾信一委員から報告が行われまし

た。学部改組後の 1 回生が昨年度末に卒業したこ

とから各コースの単位取得状況、ＧＰＡの状況、

就職状況等のデータをもとにした分析と成果・課

題等が提示され

ました。その後フ

ロアからの質問・

意見を交えて協

議を行いました。 
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【今年度末で退職予定の先生方からのメッセージ】 

 

運動が苦手な学生の学習指導 
 

スポーツ・健康教育研究室 佐藤 靖 

私がジャージ姿でグラウンドや体育館に向う

と、「部活動ですか」とか言ってすれ違う人が多

くいます。もっとも平成元年から 30年間、気概

をもって指導してきたハンドボール部ですので、

悪い気がする訳はありません。しかし部活しかし

ていないと思われる方がいるとしたら心外ですの

で、この場をお借りして、私の教育と研究につい

て少しでも知っていただければと思います。 

これまで、私の指導は研究と一つのものであ

り、私の研究は指導と一つのものであるというこ

とを信念にして教育と研究に努めてきたつもりで

す。しかしそのことが真に実感できるようになっ

たのは、平成元年、秋田大学就任時より担当させ

ていただいている「初等体育」（旧「初等体育科

教材実習」）の授業を通してでした。受講してく

れた学生には大変失礼なことを書きますが、小学

校の重要な体育教材となっている逆上がり、壁倒

立、泳ぐ、ボールの遠投、跳び箱を跳ぶ、そして

縄を跳ぶなどの運動に苦手意識をもつ学生が意外

に多く、そのことに最初は驚かされるだけでし

た。しかしそうも言っていられません。そういう

学生には、私たちが子どもの時に日常の遊びの中

で何気なくできていた運動を、限られた授業時間

の中で「できる」ように促して苦手意識を払拭し

なければならないと思い立ったからです。 

とはいえ、常に授業ではその場で解決しなけれ

ばならない事態が起きます。その時に役に立った

のが、私のこれまでの様々な運動経験と指導経

験、そして専門とするスポーツ運動学的な知恵と

態度であり、心より感謝しているのは学生の「や

ろう」とする主体性でした。まずもって私の経験

に基づいて、一人一人の動きかたを観察・共感

し、一人一人に借問して、個々のコツを私が代行

しながら、安心して学習できる場づくりを通して

動きかたの創発をともに目指します。こうして、

失敗を重ねながらも小さな成功の例証を重ねるこ

とによって、実践と理論が一つのものであると感

じられるようになったのだと思います。 

今から 20年ほど前から教員採用試験の前に、

私の授業を受講したと思われる４年生が幾人か研

究室を訪れるようになり、朝の授業の準備時に、

小体育館で実技指導を行ってきました。中には藁

にもすがる思いでくる学生もいましたが、苦労し

て動きかたのコツを身につけた学生ほど良い指導

者になっていますので、自信をもって下さい。そ

れは、教えられるようにコツを覚えているからで

す。 

第 70回日本ハンドボール選手権大会（男子の部） 

 

 

 

平成 30年度秋田大学教育文化学部技術部技術研修プログラムを実施 
 

2月 20日、3-318に

て、表記のプログラム

を実施しました。佐藤

修司学部長から、「今

後の学部運営と技術

部の関わりについて」

と題した講演が行わ

れ、その後、技術・実践発表として、毛利春治技術

長「生涯学習と天文サイエンスカフェの役割につ

いて」、小林到技術長「車内におけるコミュニケー

ションの実践研究」、若杉圭技術専門職員「周期表

を理解するための gnuplot の活用法」、山下清次

技術専門職員「川の地形モデル実験装置に用いる

給水装置の工夫」、綿谷 健佑技術職員「スキー実

習（初等体育）支援に

ついて」の報告があ

り、また、山下清次

「平成 30 年度東北

地区国立大学法人等

技術職員研修参加報

告」が行われました。 
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附属特別支援学校「わかはとショップ」開催について 
 

附属特別支援学校 教諭 伊藤 智華子 

本校高等部では、日々の作業学習の成果を社会

で試す場として、また生徒と大学の皆さんとの交

流の場として、秋田大学を会場に年３回「わかは

とショップ」を開催しています。ショップでは、コ

ーヒー等の飲料や作業学習で製作した陶芸、ハン

ドクラフト製品の販売活動を行っています。 

 今年度第３回の「わかはとショップ」は、２月１

２日（火）に秋田大学インフォメーションセンタ

ーで開催しました。

真冬日で風雪の舞

うあいにくの天候

でしたが、生徒たち

はインフォメーシ

ョンセンター前の

雪寄せからスター

トし、大学図書館や

掲示板の前にてＰ

Ｒ活動も行いまし

た。これまで６月、

１０月に開催した

ショップの経験を

積み、お客さんから

のアンケートをも

とに改善に努めて

きた結果、当日は予想以上の大盛況、評判も上々

でした。また、生徒たちはお客さんとのコミュニ

ケーションを積極的に楽しむ様子もみられました。 

 なお、今回は中学部も秋田大学大学会館アメニ

ティコーナーを会場に「わかはとショップ分店」

を開催し、作業学習で製作した油取りパックやエ

コバック、コース

ター、サシェ（香

り袋）、ラベンダー

キャンドルなどを

販売し、好評をい

ただきました。 

 生徒の作業能力

や社会性・コミュ

ニケーション能力

の伸長のため、ま

た本校生徒と大学

の皆さんとの交流

の場として、来年

度も「わかはとシ

ョップ」を開催す

る予定です。是非

ご来場ください。 

 

第 1回心理実践フォーラムに参加を！ 
 

 

ぜひ参加してください！ 
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女性研究者支援コンソーシアムあきた賞を受賞して 
 

平成 30年度女性研究者支援コンソーシアムあきた賞の授与式が 2月 5日、理工学部 1号館 2階第一会

議室にて行われました。若手研究者学術研究部門で、椙本歩美さん（国際教養大学）、杜文媞（国際教養

大学）さん、坂田ゆず（秋田県立大学）さん、飯野貴子（秋田大学医学部附属病院）さん、小野寺倫子（秋

田大学教育文化学部）さん、若手研究者地域貢献部門で松井ふゆみ（秋田県総合食品研究センター）さん

が受賞されました。 

地域社会・心理実践講座 小野寺 倫子 

 このたび大学院生のころから研究を続けてきた

「純粋環境損害の私法上の救済に関する日仏法の

比較研究」に対して、平成 30年度女性研究者支援

コンソーシアムあきた賞（若手研究者学術研究部

門）授与されました。環境研究は学際的性格が強

く、また上記研究は外国との比較を手法とするた

め、日頃は理系文系を問わず様々な分野の先生方

から様々なかたちで協力を受けながら研究を進め

ています。今回の受賞は、こうした学部の先生方

の研究協力支援のありようも対象とする表彰だと

思っています。 

純粋環境損害というのは、環境侵害から、環境

それ自体（水、大気、土壌、動物相・植物相、生物

多様性など）に発生した損害のことです。では、環

境侵害に対して誰かが法的なアクションを起こせ

るでしょうか。自分の利益にかかわる問題でなけ

れば原則として裁判を起こすことはできませんが、

環境それ自体は、誰のものでもありません。日本

では、公害の苦い経験を踏まえて、環境侵害があ

れば（自分の健康や財産に被害がなくても）個人

が裁判を起こせるという「私法上の環境権説」な

どこの問題を解決するためのいくつかの理論が主

張されましたが、今のところ問題解決に至ってい

ません。 

同様の問題について、フランスでは、個人では

なく環境保護団体が、環境侵害に関与した者に損

害賠償の請求をするという作戦をとりました。ま

ず、鳥類研究センターが、いい加減な狩猟許可証

の発行により保護鳥の違法な射殺の原因を作った

狩猟組合に損害賠償を請求し、裁判所がそれを認

めました。しかし、保護鳥が殺されたことで、研究

センターは何か損害を被ったのでしょうか。 

そこで、純粋環境損害という概念が登場します。

同様の裁判が続き、日本の最高裁にあたる破毀院

も、海洋油濁に関する 2012年の判決でこのような

損害が賠償の対象となることを認めました。しか

し、当時の民法典には、「他人」に生じた損害が賠

償の対象であると書いてありました。結局、2016

年に民法典が改正され、生態系の構成要素や機能

などの侵害も民事裁判で救済されることになりま

した。 

それぞれの国は、文化的背景を異にし、国民性

も違い、法的にも独自性を持っていますから、外

国の法制度を簡単に日本に輸入できるわけではあ

りません。しかし、フランス法の経験は、日本で同

様の問題の解決を考える場合の重要なヒントの 1

つになるのではないかと考えています。 

小野寺先生は後列左から 2番目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
⇐2月 26日現在の 4号館南側駐車場の雪山 

 

 今のところ例年よりも雪が少ない状態が続いて

います。ここ一週間は晴れの日も多く、最高気温

も 5 度を超え、10 度近くまでなる日もあります。

1月は寒い日も多かったのですが、1月上旬頃に一

度駐車場の除雪をして、その後は少し降って積も

っても除雪するほどの量ではありませんでした。

この雪山のために 5 台分くらいは駐車スペースが

減ってしまっています。 
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平成 30年度附属学校学部共同委員会総会及び研修会 
 

こども発達・特別支援講座 藤井 慶博 

平成 30 年度附属学校学部共同委員会総会及び

研修会が 2月 13日（水）に附属小学校はとの子ホ

ールで行われ、幼稚園 7名、小学校 22名、中学校

21名、特別支援学校 20名、大学 34名の計 104名

が参加しました。 

 研修会では「生き抜く力・自己肯定感の育成に

注目した教育への挑戦」と題して、宮城教育大学

附属特別支援学校副校長の樫村恵三氏による講演

が行われました。講演内容は大きく「生き抜く力

としての防災教育の取り組み」「附属学校園を支え

る通級学習支援室の実践」「大学教員・学生と連携

した学習の実践」でした。以下にその概要を記し

ます。 

 

 １ 生き抜く力としての防災教育の取り組み 

 障害のある児童生徒でもわかりやすい日常の学

習とつながる防災学習を目指している。そのため、

避難誘導側（教師・学校）と誘導される側（児童生

徒）の二種類の訓練を行っている。また、とっさの

判断を柔軟にできない子どもが多いため、具体的

で見通しを持ちやすくする工夫や同じ訓練の繰り

返し、小学部から中学部・高等部への段階的な指

導計画を立案・実施している。特徴的な取組みと

して、一人ひとりに応じた非常用持ち出し袋の準

備や水難事故に備える着衣水泳訓練、非常食作り

などがあげられる。 

 ２ 附属学校園を支える通級学習支援室の実践 

 附属幼稚園、小・中学校に在籍している学びに

くさのある幼児児童生徒への教育支援のため、

2010年度から、特別支援学校の教諭が常駐する通

級学習支援室「さぽーとルーム」を附属小学校内

に設置し、早期から学習支援を行い、特別支援学

校のセンター的役割を果たしてきた。2018年度か

らは第 2 学習支援室「あしすとルーム」を中学校

内に設置した。このことにより、幼稚園・小学校を

支援する「さぽーとルーム」、中学校を支援する「あ

しすとルーム」という連続性のある学習支援体制

を構築した。個別指導のほか、ロボット・プログラ

ム学習は通常学級とあしすとルームのどちらでも

行われ、通常学級との敷居を低くする効果が期待

されている． 

 ３ 大学教員・学生と連携した学習の実践 

 大学の専門的な知識のある教員・学生と連携し

た学習を実践している。中学部・高等部の作業学

習ではレーザー加工などにデジタルモノづくりの

技術を取り入れることで、従来よりも品質の高い

製品に仕上げることができるようになった。 

 また「英語のクリスマス会」では、英語コースの

授業と連動し、英語の歌を一緒に歌ったり、クイ

ズやゲームをしたりするなど児童生徒の学習意欲

を高めている。  

 最後に、障害のある児童生徒には一人ではでき

ないこともあるため、周りに助けを借りる「受援

力」も必要であり、お互いが協力し、補完し合うこ

とが大切である。 

  

講演終了後、部会ごとに学校園と学部の連携に

ついて協議しました。 
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【教育研究・運営カウンシル外部委員の方からのメッセージ】 

 

困難が人を鍛え、人を成長させる 
 

秋田商工会議所会頭 三浦 廣巳 

恥ずかしい話ですが、私の学生時代は、楽をす

ることばかり考えていたような気がします。ある

時、ちょっとしたきっかけでしたが、いろいろな

力がどんどん劣化している気がしました。人は知

力も体力も使わなければどんどん退化していきま

す。その時、考え方、行動を変えなければだめにな

ると、強く感じました。 

今、発揮している能力は、人それぞれが持って

いる能力のごく一部分、顕在化している能力なの

です。それを何倍も上回る潜在能力が体の中に眠

っているのです。この潜在能力を顕在化しなけれ

ば人は成長しないのです。火事場の馬鹿力と言わ

れることがあります。これは緊急回避のために一

時的に潜在能力が顕在化する現象です。しかし、

この力を期待するわけにはいきません。日常的に

潜在能力を顕在化するためにどうすればよいか、

それは今現在できないけれど、何としてでも成し

遂げたいことを目標にし、挑戦しつづけることで

す。  

現在できることを何回繰り返しても成長は望め

ません。できないことに挑戦をして、はじめて成

長の可能性がでてきます。失敗を繰り返し、それ

に負けずに知恵を出し、工夫しながら挑戦し続け

るところに潜在能力は顕在化するのです。 

困難なことに挑戦し続けて、初めて人は成長する

ということです。楽な方、楽な方を選択している

限り成長はあり得ません。退化、劣化するだけで

す。 

スポーツも学業も一緒です。分不相応な大きな

目標を掲げ、一歩ずつ、地道に努力し続けていく

ことによって、潜在能力の顕在化があり、成長し

目標の達成が実現できるのです。 

 

人が生きているか、死んでいるかの違いは、成

長しているかどうかの違いです。 

日々の生活において、右に行こうか左か迷った

時は、困難な道を選ぶということです。それが自

己実現につながり、夢の実現となります。 

失敗は辛いし、苦しいし、カッコ悪い。しかし、

多くのものを学び、立ち上がる元気さえあれば、

成功に一歩近づきます。 

是非、自分自身の可能性を信じ、様々なことに

挑戦をして頂きたいと思います。皆さんのご活躍

に、期待しています。 

 

 

本学部・研究科同窓会「旭水会」との連携協定を締結 
 

2月 20日（水）、本学部・研究科の同窓会である

旭水会との連携協定を締結しました。同窓会との

連携は当然のことと言えば当然のことですが、卒

業生・修了生の方への支援を今後一層強化してい

くためには不可欠のものとなります。 

卒業・修了して学生･院生の旅が終わるわけでは

なく、始まりの位置に立つに過ぎません。大学・大

学院は終着駅ではなく、職を得て、親から経済的

にも、精神的にも独立する始発駅とも言えます。

仕事を通じて社会とつながり、個人の面でも、社

会全体の面でも、それまでの「投資」から「収益」

を生み出すこと、親や社会から受けてきた「恩」を

返すことが可能になるわけです。ただ、仕事自体

も、人生全体から考えれば通過点でしかないかも

しれません。いかに人生を全うし死を迎えるのか

も重要なことでしょう。 

いずれにせよ保護者の方にとっても、学生・院

生にとっても、就職は一大関心事です。卒業・修了

したから大学・大学院との関係が切れるわけでは

なく、長く支援できる体制を組むことが求められ

ます。 

そのために同窓会の果たす役割は極めて大きい

と言えます。同窓会と一体となって、卒業・修了後

のフォローを行うことがこの連携協定の大きな目

標です。ぜひこの点を、教職員、学生・院生ともに

自覚し、協力して取り組みましょう。 

卒業・修了後、メールマガジンなど、気楽に情報

配信・交換

ができるシ

ステムの構

築にも取り

組みたいと

ころです。 

 
左が千葉昭 

旭水会会長

右が佐藤修

司学部長  
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【教育研究・運営カウンシル外部委員の方からのメッセージ】 

 

「未来に向けて」 
 

秋田県あきた未来創造部次長 真壁 善男 

人口減少が最も速く進む、出生率・婚姻率がワ

ースト、などが枕詞のように語られる秋田県。県

庁でその対応を担当するのが、私の所属する「あ

きた未来創造部」です。 

 人口減少それ自体は、現在の県人口の年齢構成

から見て、歯止めをかけるのは容易でない事象で

すが、これが原因で閉塞感やあきらめが蔓延する

こと、このことが最も問題ではないでしょうか。 

 こうした状況下、社会動態（転入者数・転出者数

の差）や出生数が少しでも改善されるよう努力す

るのはもちろんですが、人口が多少減ったって、

そこに住む人が幸せを実感できる、将来に希望が

持てる、そのために何をなすべきか、これも人口

減少対策ですし、行政の最も大事な仕事でありま

す。 

2019年度から、若者のチャレンジを応援する事

業を新たに実施する予定です。この事業を通じて、

若い人の感性により地域に元気を呼び起こしたい、

斬新なビジネスを興して立ち上げ県経済の活性化

に繋げたいとの狙いがありますが、何よりも、若

い人が夢を描きその実現を目指すマインドを大事

にしたい、チャレンジの場は東京だけでなく秋田

にいてもできる（いや、秋田だからこそできる）、

とのアピールになればと考えています。 

敢えて想定例を挙げれば、地域資源を活用した

起業に向けニーズ調査をする、最新技術を駆使し

て新たな観光事業を行うためその最先端を行く国

で勉強する、などですが、極力枠にはめずに自由

な発想での取組を対象にしたいと考えており、１

件に年間最大 300 万円・3 カ年総額で 400 万円ま

で補助金で応援しようというものです。もちろん

大学生も対象になります。 

次の世代を育成する「教育」とともに、「行政」

もその活躍と幸福な生活のための環境を整える責

任があり、そうした意味で今後も若者支援に力を

入れていきます。 

最初に記した人口減少に関しては、これから我

が国が直面するであろう課題に、秋田県は先んじ

て向き合っています。そこで起こっている現象を

研究し、課題解決を模索することは、自分たちの

「未来」に向けた作業であり、他のモデルともな

り得るものです。 

学生のみなさんは、こうした課題を抱えるとと

もに、重要無形民俗文化財の件数が全国一（17件）

など誇るべき資源を擁する秋田で、ぜひ何事も現

場で「体感」してほしいと思います。 

地域の暮らし、行事、自然などについて自分の

言葉で語れることは、秋田で得ることのできる大

きな財産になると信じております。秋田県庁とし

ても、そうした財産を持ちながら未来の創造に向

け一緒に努力することのできる人材に期待してお

ります。 

 

 
旧教育文化学部 1号館 1階（2015年頃まで）            現国際資源学部 1号館 1階 
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 校舎の耐震改修－学部の歴史をたどる⑨

３号館は 2000 年、４号館は 2008 年、５号館は

2012 年、２号館は 2015 年度に耐震改修されまし

た。３号館の耐震改修は、耐震のための構造材が

壁と一体化しているのに対して、４号館、５号館

は建物の外側に作られて、建物を支える形となっ

ています。3号館北側 1階部分は、理工学部（当時

は工学資源学部、1989年の学部改組以前は教育学

部化学第二講座）の化学系の研究室でしたが、実

験設備等が動かせないなどの理由で、この部分だ

け改装が行われていません。3－145 教室が 60 周

年記念ホール（秋田大学発足から 60年）として改

装されたのは 2009年 6月のことになります。2000

年以前は、3-255 等と同じ木の机・椅子でした。

2000年頃に形状は同じでも、樹脂製のグレー系の

新しい机・椅子になったものの、記念ホールに改

築する際に、今の豪華なものに交換されてしまい

ます。 

４号館は改修前、エレベーターが二つありまし

たが、一つは経費節減のために稼働していません

でした。改修後は一つになり、もう一つのエレベ

ータースペースはトイレになりました。また、４

号館 1 階の東端部分は「白神研究教育機構」で使

用し、その関係で、4－111 教室は「白神ルーム」

と呼ばれていました。改修前は情報系の教室、教

員研究室がありました。2016年からは教職大学院

のスペースになっています。 

なお、元々、学部長室、事務室、技術、美術、家

庭があった 1号館は、1962年定礎で、最も古い建

物になります。3 号館等と同じように耐震改修が

なされてよいのに、3階建てで低いため、改修の緊

急度が低く、建物の一階部分の一部に筋交いが設

置されただけで、エレベーターもありませんでし

た。教育文化学部に 2号館から 5号館があるのに、

1 号館がないのは 2016 年夏頃に国際資源学部に 1

号館が完全移管されたためです。2014年の国際資

源学部発足からその時までは 1 号館に二つの学部

が同居していたことから、「国際資源学部・教育文

化学部 1号館」となっていました。 

 ５号館の改修は遅れていましたが、東日本大震

災の影響もあって、附属教育実践研究支援センタ

ーも含めて改修が実現しました。５号館にはこの

際にエレベーターも設置されました。１階部分の

臨床心理相談室は通り抜け部分を挟んで２箇所に

分かれ、寒い冬などは一旦外気にさらされて移動

していましたが、この時に一体化して、通り抜け

できなくなりました。2002 年に教育学研究科に心

理教育実践専修が設置され、臨床心理相談室が置

かれるわけですが、それ以前は、北側が実習室と

トイレ、南側がセンター用演習室として使われ、

後にトイレ南に教室が増築されていました。 

耐震改修と同時にガスヒートポンプによる冷暖

房となり、随分快適になりました。昔は竿灯祭り

を過ぎれば涼しくなっていたものが、近年、８月

中下旬まで暑い日が続くようになり、うだるよう

な暑さを耐えていました。以前、大学の前期の授

業は７月 20日頃に夏季休業となり、９月に再開し

て、授業、最終試験などを行っていました。８月初

旬まで連続して授業、最終試験を行うようになっ

たのは、2005年度からです。 

暖房はボイラー（重油）によるスチームでした。

輻射熱なので、芯から温まるような心地よいもの

でしたが、17 時頃になると止まってしまうこと、

11月の寒い頃にならないと稼働せず、寒い思いを

長くしていたこと、人のいない教室もすべて暖房

が入り、温度調節も難しく、エコとは言えなかっ

たこと、スチームが入ると、甲高い金属音がなり

響いてうるさかったこと、重油によるボイラーの

運転が必要で、老朽化で配管からの重油漏れ、水

蒸気・水漏れなどが発生していたことなどが欠点

でした。４号館東側にボイラー室と大きな煙突が

あります。使わない訳なので、解体する必要があ

るのでしょうが、解体費用が相当にかかりそうで

す。早晩、老朽化して危険になったときのことも

考えなければならないでしょう。 

今の暖房はガスヒートポンプになったとはいえ、

なかなか部屋が温まらないこと、大中教室のフィ

ルターの清掃が難しいことなどが課題です。また、

3 号館改修からはすでに 20 年近く経つことから、

ガスヒートポンプが故障する回数が増えてきてい

ます。修理費も大変ですが、新たなものに交換す

るにも莫大な費用がかかるため、苦慮していると

ころです。 

2010 年に４号館南側の駐車場全面がアスファ

ルト舗装されました。それまでは砂利のみで除雪

もされず、雪の季節にはスタックして動けなくな

る車が必ず出ていました。特に雪がシャリシャリ

のシャーベット状になるとはまりやくなります。

夕方になると誰かの車を押す光景がよく見られま

した。温暖化のせいか、除雪のおかげかそのよう

なことも少なくなっています。同時に、ゲートバ

ーが設置され、カードがないと入れなくなり、2011 

年度から駐車場の会が作られて、除雪費として会

費を払わなければならなくなりました。2013 年 1

月頃にあった豪雪を想定しているのですが、近年

は雪が少なく、毎年利用者に返金している状態で

す。           【文責：佐藤修司】  
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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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