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新任の先生方からのメッセージ 

 

＜地域社会コース＞ 

益満環（ますみつたまき）准教授 

はじめまして。マーケテ

ィング担当の益満環と申し

ます。私は地元秋田の大仙

市出身です。高校卒業後 25

年ぶりに生まれ故郷の秋田

に戻り、秋田大学で教鞭を

取ることができたことを大

変うれしく思います。どう

ぞよろしくお願いいたしま

す。 

秋田大学に着任する前は石巻専修大学で教鞭を

とっておりました。東日本大震災の最大の被災地

で学生と共に必死に行った企業や地方自治体との

復旧・復興活動は、私の人生の大きな糧となって

います。最近では、マーケティングの視点で企業

とともに新商品を開発したり、地方自治体ととも

に街の魅力をアピールするシティプロモーション

活動を行ってきました。秋田県は、日本創生会議

で消滅可能性都市を最も多く抱える県と言われて

しまいましたが、秋田には世界に誇る観光地や食

文化などたくさんの地域資源があります。マーケ

ティングの本場アメリカで学んだ知識と経験を活

かし、秋田の地域資源を活用した商品開発や SNS

を活用した情報発信を行い、学生と共に大いに秋

田を盛り上げていきたいと思います。 

特技はソフトテニスです。地元大曲のスポーツ

少年団で週末はコーチを務めております。心身と

もに大きく成長する子供たちの姿を見ることが私

の生きがいのひとつになっています。一人でも多

くの子供たちを全国の場に送り続けようと日々意

気込んでいます。秋田大学での練習にも参加して、

学部を超えて学生の皆さんと親睦を図りたいと思

います。 

最後に、秋田大学とふるさと秋田の発展のため

に微力ながら貢献したいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

 

＜特別支援教育コース＞ 

前原和明（まえばらかずあき）准教授 

この４月１日に着任しま

した前原和明です。出身は山

口県岩国市になります。これ

まで仕事等の都合から全国

の様々な地域（三重、徳島、

栃木、千葉など）で働いてき

ました。この度、自然環境に

恵まれた秋田で仕事及び生

活（育児）ができることを大

変嬉しく思っています。 

私は、これまで職業リハビリテーションと呼ば

れる分野で、障害者の就労支援の臨床実践と研究

活動に携わってきました。具体的には、知的障害

児者をはじめ、身体障害、発達障害、精神障害、高

次脳機能障害等の様々な障害を持つ方々への就労

支援を主に行ってきました。就労支援の中では、

特別支援学校の進路指導等の先生方と連携し、多

くのことを学ばせていただきました。また、2014

～2019年 3月の間は研究部門に所属し、障害者の

就労支援アセスメントのツールの開発やリハビリ

テーションカウンセリングの方法の検討、うつ病

等を対象とした職場復帰支援の実態調査等の研究

に携わってきました。 

この職業リハビリテーションという言葉はあま

り耳慣れないかもしれません。私たちは、働くこ

とを通じて給与を得て生活するだけでなく、働く

ことを通して自己実現も果たしています。これは、

障害をお持ちの方々においても同じです。職業リ

ハビリテーションは、障害を持たれた方々の働く

ことを支援する取り組みになります。秋田大学で

は、特別支援教育コースに在籍させていただき、

特別支援教育の分野の中から障害をお持ちの方々

の教育指導や支援のあり方等について学際的に考

えていきたいと思っております。 

いろいろと初めてのことばかりで、右も左もわ

かりません。私のこれまでの経験や行ってきた研

究が学生の皆さんにとって少しでも役立ってもら

えると幸いです。学生の皆さんとともに学び合う
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中で、積極的に教育研究活動に取り組んでいきた

いと考えております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

＜国際文化コース＞ 

小倉拓也（おぐらたくや）准教授 

学生の皆さんへ。 

はじめまして、小倉

拓也です。大阪生まれ、

滋賀県育ちで、琵琶湖

をこよなく愛する狂信

的な湖好きです。関西

以外の地で生活するの

ははじめてになります

が、秋田には、八郎潟や

田沢湖や十和田湖とい

った日本を代表する湖

があるので、とてもわ

くわくしています。趣味、あるいは単純に好きな

ものは、野球と地下アイドルです。野球は、高校 3

年生で引退するまで 10年間やっていました。地下

アイドルは、趣味というよりも、むしろ実存がか

かった信仰に近いものかもしれません。いまは亡

き Bellring少女ハートを、ぜひ動画サイトなどで

チェックしてみてください。 

専門は、哲学・思想史で、主に現代フランス哲学

を中心とした現代思想の理論的研究を行っていま

す。言語、身体、他者、生老病死、カタストロフィ、

共同体などがキーワードになります。教育文化学

部では、学年によって名前が異なるのですが、思

想史概論、現代思想概論、多文化共生論、比較文化

論などの授業を担当します。しばしば、哲学や思

想は、理屈っぽくて小難しいという印象を持たれ

ることがありますが、そのとおりです。授業をつ

うじて、簡単ではないこと、すぐに答えの出ない

ことを、粘り強く考えていけたらと思います。 

哲学は、理念的なものに強く関わるがゆえに、

有用性のない非実践的な「空理空論」だと揶揄さ

れることがあります。しかし、論理的で一貫性を

備えた「空理空論」を構想することこそ、経済的な

閉塞や政治的な不正にどうしようもない諦念を抱

く私たちにとって、「現実」という名でまかりとお

っているものにいつも屈してしまう私たちにとっ

て、いま最も欠けていて、最も必要なことではな

いでしょうか。私はそう思います。大学のなかで、

社会に出て、そして人生において、勇気を持って

「空理空論」を構想できるひとになってください。 

 

 
5号館 5階から眺める鳥海山 

右は秋田駅・NHK秋田放送局・アルヴェ 

＜教職実践専攻＞ 

秋元卓也（あきもとたくや）特別教授 

以前は、秋田大学手形キャン

パスの近くを通るたびに関西

の大学から秋田大学に編入し

た息子のことを思い出したも

のでした。 

私の父は滋賀県大津の生ま

れで、祖母の実家は大津の古い

和菓子屋でした。親類縁者の多

くは関西に住んでいます。そのことを知っている

息子は、なんとはなく親しみを感じて関西での大

学生活を選択したのでした。しかし、あまりの風

土の違いに戸惑い、電話越しの声にも徐々に元気

が感じられなくなっていきました。 

そんなある日、「明日の朝には家に着く。」と夏

休み帰省の連絡がありました。「張り切っているわ

ね。」と妻にからかわれながら、風呂の小さくなっ

た石鹸を取り替えようと棚の上を探すと、息子が

赤ん坊の頃に使っていた埃をかぶった天花粉の缶

がありました。身体は随分と大きくなったのにな

ぁと思いながら、缶は捨てずにおきました。 

さて、赴任して間もなくたまたま居合わせた高

校の先輩でもある本学の T先生から、「孫のように

接して」との含蓄あるお話をいただきました。 

学生を見るにつけ、息子が必死だったあの頃を

思い出してしまいます。自らの可能性を信じ、い

くつもの障りを押しのけ志を遂げ、幸いに到るそ

の道筋に、私はどのように関わることができるの

でしょうか。孫への接し方に私なりの答えを探し

たいと思います。 

ところで、私の現職教員の大学院生時代は、学

部生時代にある事情で思う存分できなかった鳥類

等のフィールドワーク三昧でした。その時は楽し

くて、周囲の方々の支えや期待に思いすることが

不十分でした。後に教育行政へと立場が変わり、

国からの貴重な「研修等定数」を使って派遣して

頂いていたことを知りました。改めて、得がたい

時間と経験に感謝したことを思い出します。そん

な時間と経験なのだと感じてもらえるように努め

たいと思います。よろしくお願いします。 
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＜教職高度化センター＞ 

林崎勝（はやしざきまさる）客員教授 

省察コーディネーター 

秋田大学卒業後、定年退職

するまで秋田県の公立小学

校（一年間は中学校講師）に

勤務しました。その半分余り

は主に高学年の学級担任と

して、残り半分は学校全体に

関わる立場で働きました。学

校（子どもたちと教員、保護

者の方などとの関わり）から育てられ、「今」の私

があります。 

勤務したある学校では、児童会テーマを「今を

一生懸命」として学校生活の様々なことに取り組

んでいました。このテーマで自分を振り返ってみ

たとき、果たしてこれまでどうだったろうか、今

はどうだろうかと自問するときがあります。ほん

の少しでも、目の前の「今」を大事に過ごしたいと

思います。 

さて、私が強く教員になりたいと思ったきっか

けは、大学時代にＴＶドラマの「熱中時代」に出会

ったことでした。ドラマの子どもたちの表情や、

その子らに真正面から関わっている教師の姿にあ

こがれをもったからです。子どもと教師の生き生

きとした姿がとても魅力的でした。教員になって

熱中時代を生きることが私の目標となりました。 

学級担任時代の前半は、私はオールマイティで

はないことを知っていたにもかかわらずに、あた

かもオールマイティであるかのような振りをして

子どもたちに接していました。このことに気付か

されたのは、長年ティームティーチングを実践し

ている母校に勤務したときです。母校は「協働と

分担、同心協力・融合一致」を掲げ、指導方法だけ

でなく学校経営の基盤にティームティーチングの

考えを据えています。指導者がティームで知恵を

出し合い指導に当たるとともに、各人が持ち味を

発揮して指導に当たる風土を感じました。  

この考えが後半の実践のベースとなり、日々の

教育実践に取り組むことができたと考えます。 

縁あって、多くの学生と向き合うことができる

今。精一杯取り組みます。よろしくお願いします。

 

 

平成 30年度国際交流等学術研究交流基金の助成事業成果報告会 
 

4月 25日、60周年記念ホールで表記の報告会を

開催しました。全学の交換留学制度や学部の助成

事業についての説明の後、 

①聖公会大学校（韓国）での夏期短期研修 

  亀岡雅由（人間文化コース 3年次） 

②ロシア研修旅行 

  相原安杜（地域社会コース 3年次） 

  沢田亜美（地域社会コース 3年次） 

  八木下雪（人間文化コース 3年次） 

③フランス短期滞在研修 

  大木美駒（人間文化コース 4年次） 

  熊谷優希（人間文化コース 4年次） 

  鈴木未彩（人間文化コース 4年次） 

  森 彩佳（人間文化コース 4年次） 

④ニュージーランド短期留学プログラム 

  佐々木琴音（英語教育コース 2年次） 

  佐藤栞夏（英語教育コース 2年次） 

  平田明日美（英語教育コース 2年次） 

の報告が行われました。 

 この国際交流等学術研究交流基金は、1988年に、

学部の同窓会である旭水会が創立百周年記念事業

の一環として会員から広く募金活動を行い、その

一部が学部に寄付されたものです。ちょうど日本

の国際化が強く強調されるようになった時代で、

本学部の学生が国際的な視野を持つように期待し

て設立されました。学生の皆さんは、そのことを

意識して、自らが国際的な視野を持つようにする

だけでなく、卒業してからも在学生への支援を忘

れないようにしてほしいところです。 

 少子高齢化が進む日本、特に秋田においては世

界に飛び出し、その経験を活かして地域の国際化

を進めることが喫緊の課題です。豊かな社会に生

まれ、不自由なく暮らしていると別の世界に出て

行くことが億劫になり、失敗や挫折を嫌いがちで

す。ぜひ、違う言語、違う文化の世界に触れる機会

を持つように心がけてください。それにしても、

女子学生ばかりでなく、男子学生ももっと挑戦し

てほしいと思います。  
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フランス短期滞在研修報告 
 

人間文化コース 4年次 大木美駒 

今回の研修は短期間でしたが、地下鉄や路線バ

スを利用した移動、スーパーでの買い物など、パ

リ市民の生活を肌で体感できた、充実した滞在で

した。また、ルーヴル美術館、オペラ座など、有名

な観光地へも時間が許す限り足を運びました。そ

の中でも最も印象に残った場所はノートルダム大

聖堂です。建物自体の壮麗さもさることながら、

“神秘的な”“神聖な”空間がどういうものかを感

じられたような気がして、非常に感動した思い出

があります。事前に写真や文献をたくさん見てき

ましたが、街の空気や人の匂い、建物に触れた感

触などは、実際に現地を訪れないと決して体験で

きない事でした。 

私は、まさか自分が海外研修へ行く事ができる

とは思っていませんでした。しかし 3 年間フラン

ス語や文化を学び続けて、その結果研修の機会を

得ることができました。このように、海外研修の

機会は皆さんにあります。一人でも多くの方に興

味を持ってもらえたら嬉しいです。 

 

 
 

 

オルセー 

美術館 

 

 

 

 

 

人間文化コース 4年次 熊谷優希 

パリはメディアや観光雑誌でよく目にしていま

したが、実際に行くとやはり日本との違いに圧倒

されました。エッフェル塔やルーヴル美術館は想

像していたよりもスケールがずっと壮大で、高さ

や材質が統一された街並みは日本では見られない

ものでした。私は 1 年次からフランス語やフラン

ス関連の授業を履修していたこともあり、その内

容を踏まえた上での研修は、フランスの文化や歴

史に対する理解度をより深いものにしました。自

分の目で見て様々な経験と多くの刺激を得たこと

で、パリが「知っているけれど行ったことのない

街」から「自分が訪れたことのある街」になり、よ

り身近に感じられるようになったことは、この研

修の前後の自分の中で最も変わった点だと思って

います。海外研修で得られることは本当に沢山あ

るので、ぜひ後輩の皆さんにもこのような機会が

おとずれることを願っています。 

人間文化コース 4年次 鈴木未彩 

 3月 7日～13日のフランス短期滞在研修では、

パリの様々な場所を訪ねました。今回の研修で最

も興味深かったことは、今まで写真でしか見たこ

とのなかった建築物や美術作品を自分の目で見る

ことができたことです。実際にフランスの地を訪

れたことによって、空間の広さや装飾の細かさな

どをリアルに感じられました。また、ノートルダ

ム大聖堂や凱旋門など世界的に有名な場所を訪れ、

それぞれが持つ雰囲気を味わうことができたこと

も印象的でした。 

今回の研修を振り返ると、言葉が通じにくい環

境の中、土地勘もない場所で生活したことは貴重

な体験だったと思います。フランスでは、買い物

の際、現地の人の対応の仕方が日本とは異なるな

ど、様々な場面で異なる価値観が強く感じられま

した。このように、今回の研修で日本との文化的

違いを知ることができたことも新たな発見となり

ました。 

 

地域社会コース 4年次 森 彩佳 

今回のフランス短期滞在研修を振り返ると、パ

リの建築物や街並みの美しさが印象強く心に残っ

ています。例えばノートルダム大聖堂やオペラ・

ガルニエなど、建物のスケールはとても大きく壮

大である一方で、近づいて見てみると繊細で統一

された装飾が施されていました。教科書などで何

度も目にしたものでも、建物のスケールや、装飾

の細かさなどは実際にパリに行かなければ実感す

ることができないものでした。 

また、1年生から履修してきたフランス語で、初

めて実用的な会話ができたことが嬉しかったです。

しかし、相手の言葉を聞き取ることは難しく、英

語やジェスチャーを交えてなんとか意思疎通がで

きた場面が多かったと思います。もっとフランス

語を話せるように

なりたいという刺

激を受けました。

出発前の不安は大

きいものでした

が、今回の研修に

参加できてよかっ

たです。学んだこ

とを、今後の卒業

研究や将来の仕事

に繋げたいと思い

ます。 
 

ノートルダム大聖堂 

－4－



 

２０１８年度「地域課題の解決を目指した学生自主プロジェクト」 
 

地方創生

センターは2

月 28日（木）

に平成 30 年

度「地域課題

の解決を目

指した学生

自主プロジ

ェクト」活動

の最終成果

報告会を開催しました。学内外から約 50名の方が

参加されました。 

下記の 5 つのプロジェクトが指導教員や審査委

員からの助言を踏まえ活動した 1 年間の成果を報

告しました。 

発表後には指導教員や審査委員のほか、「檜山地

域再生プロジェクト」が活動のうえでお世話にな

った「里山環境保全プロジェクト」の皆様からも

質問やアドバイス等が述べられました。 

報告会で貴重なアドバイスが得られた学生達は、

来年度以降の活動へ向けて決意を新たにしていま

した。 

①地域防災から広げる「輪（コミュニティ）」プロ

ジェクト 

     教育文化学部 2年 森井 基貴 

     （指導教員：鎌滝 孝信 准教授） 

②藤里プロジェクト 

国際資源学部 2年 アハメド ユーチ ハシフ 

     （指導教員：篠原 秀一 教授） 

③檜山地域再生プロジェクト 

     教育文化学部 2年 佐藤 拓斗 

     （指導教員：荒井 壮一 講師） 

④あきた魅力発見・魅力発信ダーツの旅！ 

     国際資源学部 4年 阿部 信吾 

     （指導教員：藍澤 淑雄 准教授） 

⑤留学生×秋田 みらいプロジェクト 

     医学部 4年 神 亜沙美 

     （指導教員：野村 恭子 教授） 

【全学 HPから抜粋転載】 

 

 

秋田大学教育文化学部附属学校園生徒等の学長表彰式を実施 
 

秋田大学は 3 月 4 日、本学教育文化学部附属学

校園（幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校）に

おける学長表彰を行い、附属学校園児童及び生徒

4名を表彰しました。 

この表彰は、本学校園の生徒等、公的機関等が

実施する大会やコンクールにおいて優秀な成績を

収めたり、社会活動の中で同機関等から顕著な活

動が認められ表彰を受けた際などに、各附属学校

園の長が推薦し、学長が表彰するものです。 

今回は、作文・作品コンクールの入賞者やスポ

ーツ大会の成績上位者をはじめ、全国児童才能開

発コンテストの科学部門で日本ＰＴＡ全国協議会

会長賞を受賞した生徒らが表彰されました。 

表彰式には、同大の山本文雄学長のほか、佐藤修

司教育文化学部長らも臨席し、被表彰者に表彰状

と記念品が授与されました。 

山本学長からは「皆さんが勉強を頑張る傍ら、

自分の興味があることを追求し、今回の成果を出

したこと、またそれに至るまでの努力の過程とい

うものは、人生において非常に大きな意味を持つ

ものだと思う。この表彰によって、皆さんが更な

る高みを目指し、新たな世界を開くきっかけにな

れば嬉しく思う」と挨拶がありました。 

【全学 HPから転載】 
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２０１９年度スプリングキャンプを開催 
 

4月 19日（金）17:00～20日（土）15:30

の日程で、青少年交流センターユースパル

にてスタージュ・スプリングキャンプを実

施しました。62 名の学生、21 名の教員、

事務から畠山さん、信太さん、眞井田さん

が参加しました。 

効果的な自己ＰＲ、小論文、個人面接、

志願書などについて、間近に迫ってきてい

る教員採用試験に向け、みんなで切磋琢磨

する貴重な機会となりました。 

みなさんの健闘を期待しています。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
秋田市は 4月 16日開花。例年より二日早いそうです。 
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教職高度化センターが発足 
  

教職高度化センター長 佐藤 学 

「学び続ける教師」が

声高に聞こえるほど、学

校現場の課題は、多様化、

複雑化しており、大学で

身に付けた知識や能力だ

けで教職が務め上げるこ

との難しさが存在してい

ます。常に、教師という仕

事に磨きをかけていくこ

とが大切です。 

秋田大学教育文化学部

は、養成・採用・研修の一

体化の推進にあたり、中

心的な働きを担うため、

平成28年の教職大学院設

置に続き、教育実践研究

支援センターを教職高度

化センターに改組しました。 

教職高度化センターの組織は、図に示すとおり

です。 

教育実践研究支援センター時代までに蓄積され

た教育研究資源を活用して、４部門、３室の更なる

充実と発展を進めていきます。とりわけ、「県総合

教育センター・市教育研究所連携推進室」を設置

し、次に挙げる win-win の連携強化を進めていき

ます。 

・大学は、もちうる理論知を、県総合教育センター

や市教育研究所連携推進室が行う研究活動や研

修講座に提供し、学術的な視点のある学びを支

援します。 

・県総合教育センターや市教育研究所連携推進室

は、豊かな経験に裏付けされた経験知を、教員を

志す学生や院生に提供し、実感ある学びを支援

します。 

研究者は理論、学校現場は実践と、それぞれの

役割を全うし発展させてきました。しかし、その

枠組みを守ることより

も、理論と実践の融合

し、さらに発展させてい

く時代が訪れています。

この教職高度化センタ

ーを中核にして、この秋

田県から理論と実践が

一体化した教育実践、教

育研究が展開されるよ

う、センター一同努めて

まいります。 

 

附属校園

臨床心理相談室

教

職

高

度

化

セ

ン

タ

ー

教職研究部門

教職キャリア支援室

教育実践研究部門

教員育成連携支援部門

臨床心理学部門

秋田県総合教育センター

秋田市教育研究所

県総合教育センター・市教育研究所

連携推進室
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２０１９年度日本学術振興会科学研究費の新規採択状況 
 

本年度、日本学術振興会科学研究費助成事業で、

本学部関係では以下の課題が採択されました。 

また、独立行政法人教職員支援機構の「平成 31

年度教員の資質向上のための研修プログラム開

発・実施支援事業」の「指標に基づいた現職教員研

修の高度化・体系化プログラム開発・実施事業」に

おいて、本学部から申請していた「秋田県教員育

成指標と新たな教育課題に対応した現職教員研修

の高度化・体系化プログラムの開発」（2,462,000

円）が採択されました。昨年度から引き続いての

採択となりました。教職高度化センター及び教職

大学院が中心となって取り組むこととなります。 

 

 
＊総額は期間全体の直接経費と間接経費の合計です。 

 

期間 種類 氏名 職 課題名 総額

H31 奨励研究 山下　清次
技術専門
職員

卓上型河川の地形モデル再現実験装置の開
発

390,000

H31 奨励研究 綿谷　健佑 技術職員 水泳技能の習得に向けた補助具の活用 530,000

H31-R4
基盤研究
（Ｂ）

Ｈｏｒｔｏｎ　Ｗｉｌｌｉａｍ．Ｂ 准教授
日本占領期インドネシアのマラリア戦争―医
療・衛生から見えてくる「植民地」社会

14,500,000

H31-R3
基盤研究
（Ｂ）

高樋　さち子 准教授
東南アジアにおける水銀使用時による持続的
環境汚染修復と健康被害回避に関する研究

14,460,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

大西　洋一 准教授
現代英国演劇における北イングランドと炭坑労
働者の表象に関する研究

2,210,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

渡辺　英夫 教授
秋田藩における藩士の土地開発と本知高編入
に関する研究

1,560,000

H31-R4
基盤研究
（Ｃ）

佐藤　猛 准教授
フランス・アンジュー地方から見た百年戦争終
結についての研究

1,170,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

小野寺　倫子 准教授
環境の法的保護における合意的手法の活用-
フランス環境法の「契約化」

4,290,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

中澤　俊輔 准教授
戦後日本の警備警察の政治史研究―デモ・暴
力・災害―

2,210,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

瀬尾　知子 准教授
幼児期の食育ガイドの開発～世帯構造の違い
による幼児の食認識の発達～

3,770,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

鎌田　信 教授
管理職着任前に必要とされる資質能力の解明
と管理職候補者研修プログラムの開発

2,600,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

阿部　昇 特別教授
秋田県の探究型授業を生かして主体的・対話
的で深い学びを実現するための方法学的研究

3,380,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

成田　雅樹 教授
書くことに関する「言葉による見方・考え方」と
その指導法としての「文種換え」の研究

1,690,000

H31-R4
基盤研究
（Ｃ）

吉澤　恭子 教授
フランスの教員養成における「音楽史」－視覚
芸術を活用した授業デザインと指導法

2,860,000

H31-R3
基盤研究
（Ｃ）

林　武司 教授
都市域における地下水流動の実態把握のため
のマルチトレーサー手法の開発

4,290,000

H31-R3 若手研究 渡邊　和仁 講師
運動時の循環調節と体温調節の相互関係：個
人差発生メカニズムの解明とその応用

4,160,000
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新教育文化学部の誕生－学部の歴史をたどる⑪

2014年度には同時に国際資源学部が秋田大学の

四番目の学部として誕生しました。ちょうど、中

国のレアアース輸出の抑制が行われ、世界的に資

源開発・獲得が注目された時代でした。戦前日本

で唯一の鉱山専門学校、戦後唯一の鉱山学部であ

った伝統が再び脚光を浴びたわけです。 

国際資源学部は工学資源学部の中の地球資源学

科が核となったわけですが、文系コース（資源政

策コース）も持ち、文理融合をうたっています。専

門科目をすべて英語で実施することや、海外研修

が義務化されていることも特徴です。そして、本

学部の一部の教員が文系コース担当として異動し

ました。この際、工学資源学部は理工学部へ改組

し、教育文化学部は名称を変更しないものの、以

下のように大きな改組を行っています。 

教育文化学部は 80名の入学定員減となり、減員

分の多くは国際資源学部に振り替えられました。

2016 年度頃から、全国の教員養成系学部で多くの

新課程（教員免許取得を義務づけない課程）が廃

止される中で、新課程が学科に転換されたきわめ

て珍しいケースです。 

秋田以外で 2000 年頃に誕生した新名称の教員

養成系学部は新課程を廃止し、教育学部に戻され

ています（山梨、横浜、新潟、福井、佐賀、大分、

宮崎）。秋田の他の例外は、東京学芸大学、大阪教

育大学、北海道教育大学のような大きな規模のと

ころだけです。 

このような動きは、2014年 7月頃に文科省が提

示したミッションの再定義によって生じました。

そこで、教員養成系学部は教員養成に特化し、新

課程を廃止することがうたわれました。 

多くのところで新課程の定員が活用されて、新

たな学部等が誕生しました。静岡大学地域創造学

環、愛媛大学社

会共創学部、高

知大学地域協働学部、宮崎大学地域資源創成学部、

宇都宮大学地域デザイン学部・国際学部、佐賀大

学芸術地域デザイン学部、横浜国立大学都市科学

部、富山大学都市デザイン学部、琉球大学国際地

域創造学部、福井大学国際地域学部、山口大学国

際総合科学部、新潟大学創生学部、千葉大学国際

教養学部、長崎大学多文化社会学部、大分大学福

祉健康科学部、滋賀大学データサイエンス学部、

山梨大学生命環境学部などが挙げられます。 

なお、鳥取大学は 2004年、教育地域科学部から

地域学部に改組した際に、教員養成系学部から離

脱しています（教員免許状を取得できますが、必

修ではなくなりました）。新名称学部とはなってい

なかったけれども、教育学部から非教員養成系と

なったところは、古くは徳島大学総合科学部（1986

年）、神戸大学発達科学部（1992 年、2017 年に国

際人間科学部へ）、山形大学地域教育文化学部

（2005年）、福島大学人間発達文化学類（2005年）、

富山大学人間発達学部（2005年）があります。 

国立総合大学の中でなぜ秋田だけが例外的に教

育文化学部の名称のままで、学科が設置されたの

か、大きな疑問が残るところです。考えられる理

由としては、 

○国際資源学部の設置が急がれたため、他よりも

早いタイミングで全学改組が行われたこと 

○県内に人文社会系の国公立の学部がなく、県外

を見ても類似の学部が通学圏にはないこと 

○地域文化学科担当教員が社会・地歴・公民ばかり

でなく、国語、家庭などの教科専門科目や心理

系の教職科目を提供していること 

○10 年程度続く教員需要の高い時期を過ぎた時に、

地域文化学科を核とした、非教員養成系学部へ

の改組が想定されていたこと 

などが挙げられるでしょう。 

 文部科学省内に置かれた

「国立教員養成大学・学部、

大学院、附属学校の改革に

関する有識者会議」の報告

書「教員需要の減少期にお

ける教員養成・研修機能の

強化に向けて」が 2017 年 8

月に出されました。ここで

は、教員需要減少に対応す

るさらなる対策が求められ

ています。今後、教育文化学

部がどのようになるのか、

目が離せないところです。 
     【文責：佐藤修司】

教育文化学部 210 名 

学校教育課程 

教育実践コース    45 名 

英語教育コース   10 名 

理数教育コース   20 名 

特別支援教育コース 15 名 

こども発達コース  20 名 

地域文化学科       100 名 

地域社会コース 

心理実践コース 

（2018 年度から） 

国際文化コース 

（2018 年度から 

以前は人間文化コース） 

教育文化学部 290 名 

学校教育課程 

教科教育実践選修   65 名 

障害児教育選修    15 名 

発達科学選修        20 名 

地域科学課程      65 名 

政策科学選修 

生活者科学選修 

文化環境選修 

国際言語文化課程   65 名 

日本・アジア文化選修 

欧米文化選修 

国際コミュニケーション選修 

人間環境課程      60 名 

自然環境選修 

環境応用選修 
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２０１９年度事務部・技術部等（本学部・研究科関係）の体制 
【5月 1日現在】 

事務長               高橋尚之 

総務担当 

総括主査             川辺朋矢 

主  査             髙橋 翼 

主  任             豊嶋彩子 

事務職員             鎌田夏帆 

事務系スタッフ          赤坂宏美 

佐々木紹子 

鈴木蘭子 

真田心子 

高山美千世 

 井川早苗 

会計担当 

総括主査             工藤忠正 

主  査            佐々木浩光 

事務職員             梁田鈴子 

事務系スタッフ          長尾徳子 

附属学校園 

事務室長             森田康幸 

【教育文化学部４号館１階：総務・会計】 

 

総合学務課（教育文化担当） 

主  査             牧野洋子 

主  任            阿部加奈子 

主  任            神坂つくば 

事務職員             杉澤 明 

事務系スタッフ          長沢善仁 

松田志保 

 
【教育文化学部３号館 219：技術部室】→ 

 
【学生支援棟：総合学務課教育文化担当】 

 

入試課（教育文化担当） 

総括主査             進藤 均 

事務系スタッフ         今井七菜子 

学生支援・就職課 

事務職員             畠山友花

事務系スタッフ（就職情報室）   信太恵子 

斎藤美翔 

 

技術部 

総括技術長            成田堅悦 

技 術 長            毛利春治 

                  小林 到 

技術専門職員           若杉 圭 

                  山下清次 

技術職員             綿谷健佑 

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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