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秋田大学教職大学院で教育実践力を高めよう
カリキュラム・授業開発コース２年次
時田 紘志
まず、教職大学院で過ごしていく中で「時間が
ある」ことがとても大切だと感じています。昨年
度は、大学の附属小学校にお邪魔し、色んなこと
を見たり実践したりしました。その中で、担任が
授業や生徒指導などで常に動いており、そのスピ
ード感が院生と比べてとてもはやいと感じました。
その様子から、講義などで得たことを実践して振
り返られる、ということがどれほど大切かを実感
しました。
次に、現職院生や異なる校種の院生とのかかわ
りを大切だと感じています。教職大学院には、学
校で教師を経験した現職教員の院生がいます。現
職教員の院生との交流が、学校を通して感じられ
る経験と学生が捉えている子どもや学校とのギャ
ップに気づくきっかけとなり、視野を広くさせて
くれます。また、私は小学校志望ですが、中学校や
高等学校を志望する院生と何気なく交流している
と、学校や子どもに関する想いが違う驚きを感じ
ることもありました。
そして「失敗できる」ということが、私自身を成
長させていると感じています。大学で過ごした４
年間の中で、子どもたちとかかわることができる
実習は計１ヶ月くらいでした。そのような短い期
間の中で、子どもたちや学校の全てを知った気で
いました。ただ、子どもたちとかかわっ
たり、授業したりする中で教育の奥深さ
を知り、改めて自らの未熟さを痛感しま
した。そのような経験から、色んな教訓
を得て、次のステップにつなげようと
し、子どもたちや学校のために積極的に
行動できるようになってきています。
このように、教職大学院で過ごして、
学校、子ども、自己の捉え方や向き合い
方が変わっていることを実感していま
す。自分らしさを見つけ、来年度に一人
の教師として子どもたちに願いや想い
を伝えたり、成長させたりできるよう
に、残りの生活を大切にしたいです。

カリキュラム・授業開発コース２年次
照井 佳奈子
学部４年生だった２年前、秋田県の教員採用試
験に不合格だった私は、次年度から非常勤講師登
録をして現場で働くか、教職大学院に進学して専
門的な学びの場に身を置くかという道で悩みまし
た。
悩んだ結果、選んだのは教職大学院への進学の
道です。
進路の選択について正解は無いと思いますが、
現在まで得られた大学院での学びを振り返ると、
自分にとって最良の選択ができたのではないかと
思っています。
教職大学院ではどんな学びがあるのか、疑問を
持つ方もいるのではないでしょうか。
昨年度私が受講した講義の内容を、自分の反省
も兼ね、少し振り返ってみます。
ある時は、学校危機管理の講義で緊急時のマス
コミ対応として記者会見を開きました。誤解を生
じさせない伝え方の難しさを実感しました。
またある時は「学校を設立する」という設定で、
キャリア教育全体計画を作成し、入学者説明会を
開催しました。全体計画を作成したことで、学校
は組織で動くものだという意識が高まりました。
そしてまたある時は、森鴎外『舞姫』の人物像と
作品のしかけについて教材研究をしました。
「太田
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豊太郎」という主人公の名前にも、作品に関わる
伏線が隠されています。ふるさと秋田の教育資源
を開発するという目的で、地元の造り酒屋に取材
にいったこともありました。秋田の日本酒は全国
的に注目されるものがある一方で、地元の造り酒
屋の数は年々減少している現状があります。
教職大学院で得られた学びは、いずれも、この
場を選んだからこそ獲得できたものばかりです。
また、ジャンルに囚われず、多岐にわたります。し
かし、全てに共通するのは生徒の教育活動を支え

るために学び、現場にいかすという目的です。
これからの教師には、変化の時代を生きる児童
生徒を育てるために、多様な学びを自ら求め、そ
れを教育に還元する力が求められていると思って
います。
私は、幅広く学び、それを教育の現場にいかす
方法を学べる場がこの教職大学院であると感じて
います。
教師になる志を同じくする皆さん、教職大学院
で共に学び合えることをお待ちしています。
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学校教育課程教育実践コースでの学び
教育実践コース 3 年次 佐藤拓斗
お疲れ様です。教育実践コース 3 年次、社会科
研究室の佐藤拓斗と申します。今回は自分から、
教育実践コースの特徴や魅力について説明します。
教育実践コースでは小学校教員の養成を主とし
ており、小学校教員免許はもちろんのこと、中学
校や高校の免許を取得することができます。授業
では教育についての知識を身に付けることができ
ます。他にも、社会科を例に挙げると、政治学や経
済学、哲学などの専門的な授業を受けることがで
きます。
また、教育実践コースの特徴として“教育学の
授業を多く受けられる“というものがあります。
一年次、二年次では初等教科の教育学を、二年次
以降には自分の選択した教科の中等・高等の教科
教育学を学ぶことができます。指導案を作成し模
擬授業をする機会も多く、他の学生に生徒役とし
て参加してもらい、どのようにして生徒に学ばせ
ることができるかなど、授業力を実践的に養うこ
とができます。
教育実践コースでは、二年次になる際に自分が
専門にしたい教科を決め、研究室に所属します。
研究室には同じ教科教員を目指す同輩や先輩方が
おり、ともに学びながら高めあうことが可能です。
研究室によって時期はまちまちですが、週に一度
ゼミが開かれ、卒業論文を進めています。
教育実習を三回行える事も大きな特徴です。二
年次、三年次、四年次に教育実習に行き、現場での
授業の様子を見学したり、実際に授業を行えるこ
とができます。昨年夏には秋田大学附属小学校で
実習があり、二週間の間教育の現場を見て学ぶこ
とができたほか、自分の専門教科である社会科と
算数の授業を行うことができました。

教育実践コースは定員が４５名程で二年次に各
研究室へ分かれるのは前述したとおりですが、コ
ースで同じ授業を受ける機会も多く、専門教科の
異なる人と交流を深められることも特徴です。
教育実践コースの特徴をいくつか挙げさせてい
ただきました。興味を持っていただけましたら幸
いです。
教育実践コース３年次 大堤 光
私は、秋田大学の教育実践コースに入り、小学
校や中学校、高校、特別支援学校にまでわたる教
師になるために日々邁進している仲間に出会うこ
とができました。また、先生方や仲間達の支えの
おかげで、勉学に集中できる環境に身を置けてい
ることを実感する毎日です。
そんな私たちの所属する教育実践コースにはあ
る特色があると考えます。それは教育的事象を多
面的思考で捉える力が付くことです。私たちは教
師になるという目標の下、教育実践コースに所属
しましたが、それぞれ専門の教科が異なります。
私たちは１年生の時から専門教科を決め、それぞ
れの専門教科の勉強をしますが、教職教養などは
一緒の授業を受けます。教室には国語を専門とす
る者、社会を専門とする者、算数、理科、英語、実
技教科と言われる体育、音楽、家庭科を専門とす
る者まで同席します。自分とは異なる専門教科の
友達の隣に座ったり、時には互いに考えを発表し
合ったりすると、自分自身では考えつかなかった
ことが学ぶことができます。特に模擬授業がある
ときは、各教科のそれぞれの教え方のアイデアや
身についてほしい願いなどを学ぶことができ、自
分の専門教科はもちろんのこと、専門教科以外の
考え方、捉え方を身につけることができます。こ
の考え方ができることは小学校
教師を目指すことはもちろん、学
校教育現場に身を置く上で必要
な考え方だと思います。
この教育実践コースに入り、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、とも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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秋田おらほ学認証を受けて
秋田大学地方創
生センター2 号館
大セミナー室にて、
4 月 25 日（木）秋
田おらほ学認証書
交付式を行いまし
た。
「秋田おらほ学認
証」とは、秋田大学 COC+事業の一環として、人口
減少が進む秋田県を活性化させるため、秋田県内
6 大学（秋田大学、秋田県立大学、秋田工業高等専
門学校、国際教養大学、秋田公立美術大学、日本赤
十字秋田看護大学）
と秋田県や県内経
済団体等と連携し、
地域アイデンティ
ティを持つ学生の
育成により、地元
就職率の向上に寄
与することを目的
として構築された
認証制度です。地域志向科目の学修等を通して、
秋田の魅力や現状、課題について理解し、課題解
決に必要な知識や技能を修得するとともに、地域
課題解決のために主体的に行動する意欲を有する
と認められる学生に対して、
「秋田おらほ学認証書」
が交付されます。
この日は、制度スタートから初の認証となる 32
名（秋田大学 24 名、秋田県立大学 8 名）のうち 21
名の学生が出席し、秋田創生 COC+協議会長である
山本文雄秋田大学長から認証書を受け取りました。
その後、山本学長、小林淳一秋田県立大学長、堀井
啓一秋田県副知事のほか、秋田大学・秋田県立大
学の認証学生代表から挨拶がありました。秋田大
学・学生代表の池田さんからは、
「生まれ育った秋
田で働きたい。秋田おらほ学認証を受けるきっか
けとなった地域での活動の経験を活かし、さらに
秋田の魅力を発見・発信していきたい」との決意
が示されました。
今後、各大学において、学生への一層の周知を
図り、より多くの認証者輩出を目指すとともに、
県内自治体・企業等への制度周知を図りながら、
認証学生の積極的な採用を呼び掛け、地元就職率
アップに繋がる取組を進めるものであります。
【全学ＨＰから抜粋転載】

地域社会コース 4 年次 加賀谷瑞希
私は地域文化学科に入学して以来、秋田の魅力
や現状を学べる講義を多く受講してきました。秋

田の歴史や資源、食や土地利用など幅広く学んで
きましたが、私が特に印象に残っているのは 3 年
次に受講した地域連携プロジェクトゼミです。
私は横手市十文字町にある株式会社マルシメさ
んで、地域住民に喜ばれる夏祭りの企画・運営を
担当しました。夏祭りを企画していくにあたって
地域住民の方に聞き取り調査をし、また企業の方
と地域のニーズに合ったイベントを検討しました。
この活動を通して、実際に地域住民の方とふれ
あうことができたことは、今実生活で何が不便で
何を求めているのかを知ることができる良い機会
となりました。また、地域全体を盛り上げようと
活躍する企業の取り組みを間近で見ることができ、
私の将来を考え直す良いきっかけとなりました。
私が 4 年間この地域文化学科で学んだことが
｢秋田おらほ学｣として認証されたことを大変嬉し
く思うと共に、今後の秋田を担っていかなければ
ならないという大きな責任もあると感じています。
地域文化学科で学んだことを誇りに、今後は地元
秋田で就職し地域振興に貢献していきたいと思い
ます。
地域社会コース 4 年次 清水 寛
三年次も大詰めの頃，おらほ学認証の詳細を知
りました。就職活動に生かせる，などといった話
を聞き，期末試験やレポートの合間をぬって，申
請書をなんとか書き上げ，提出しました。
地域文化学科の学生は，必修科目に指定されて
いる地域志向科目の履修と，インターンシップへ
の参加，もしくは地域連携プロジェクトゼミの履
修など、学科のカリキュラムに沿って認証を受け
ることができるため，大きな負担を感じることが
ありませんでした。
しかし，認証書という形あるものを受け取って
みると、秋田大学における自分の頑張りが認めら
れたような心地がして、大きな達成感を覚えまし
た。当初はさほど興味のなかった科目でも，振り
返ってみれば、多くのことを学んだと実感してい
ます。例えば、秋田学基礎を始めとする地域志向
科目の数々からは，秋田に生まれ育った自分であ
っても，知らないことが山ほどあることを痛感さ
せられました。大学において，学問的観点から地
元のことを学ぶという体験は非常に新鮮であり，
大きな意義があると感じています。
近年，少子高齢化や過疎化に苦しむ秋田県にお
いて，我々若者の力が必要とされていると言われ
ますが、秋田大学で学び，おらほ学認証を受けた
一人として、地域活性化に向けた使命感を胸に，
今後も地元に貢献していきたいと考えています。
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教育文化学部の環境管理活動(ISO14001 認証)紹介

秋田大学では、2007 年に当時の工学資源学部で
ISO14001 認証（環境 ISO）を取得しました。その
後、2009 年に教育文化学部を含む手形キャンパス、
2011 年 に 附 属 学 校 園 の 保 戸 野 キ ャ ン パ ス で
ISO14001 認証登録を取得しています。私はこれら
を所掌する環境管理委員会の事務局を担当し関わ
りが深いため、教育文化学部の環境管理活動につ
いて紹介をしたいと思います。
環境 ISO というと、紙の使用量やゴミを減らし
ましょう、電気をこまめに消しましょう、といっ
たことをイメージする人が多いと思います。しか
し、それら環境に「マイナスな事柄」を管理するこ
とだけが環境 ISO ではありません。実は環境に「プ
ラスとなる取り組み」も環境 ISO では求められて
います。
それでは、大学において環境にとってプラスの
取り組みとはどういったことでしょうか？それは
まさに、大学と附属学校園で学ぶ園児・児童・生
徒・学生に対する環境「教育」と、教員が行ってい
る環境に配慮した「研究」です。この二本柱を通し
て、社会や地域に成果を還元していくことも、立
派な環境 ISO の取り組みとなります。
特に教育文化学部は、教員養成課程で教師を志
望する学生と、地域文化学科で地域に貢献しよう
とする学生が学ぶ学部です。そういった学生に対
し、環境意識を高める教育を行うことは大きな意
味があります。
昨年の例を挙げれば、教育文化学部では 27 の環
境関連講義が開設されました。これらは直接環境
をテーマとして扱う講義で、さらにその 1／4 は実
験・演習の科目でより実践的なものです。その他

技術部技術長 小林 到
の講義でも、具体例として環境に関することを取
り上げることがあり、実は環境教育がより広く行
われているといえます。また、地域文化学科では、
地域連携研究として卒業論文のテーマを自治体か
ら募って学生が卒業研究を行っており、環境をテ
ーマとする研究実績もあります。
保戸野キャンパスが ISO14001 認証を取得した
のも、環境教育の「プラスの取り組み」を環境 ISO
に取り込みたいというのが大きな理由でした。小
中学校の授業でも、具体例として環境に関する事
柄を取り上げることが多く、実は環境を学んでい
る教科は多いのです。
一方、研究面では、昨年 32 件の環境研究が行わ
れました。生態系や省エネルギー、ICT 教育に関す
るものなど様々な研究が行われ、それらの成果が
社会に還元されています。また大学教員は、その
専門知識を生かして、講演や出前授業、審議会の
委員など社会貢献活動を行っており、それらも環
境にプラスの活動であると言えます。
（なお、環境
研究や教員の社会貢献などについては、秋田大学
環境報告書に詳しくまとめられていますのでそち
らもご覧下さい。）
https://www.akitau.ac.jp/honbu/publicinfo/other.html
環境 ISO の取り組みを続けてきましたが、この
数年教職員の意識が高まってきており、学部と附
属学校園をまたいだ物品リユースがなされたり、
「これは環境 ISO 的に良いことだろうか」といっ
た声が聞かれたりしています。これからも教育文
化学部らしい環境活動を継続していきます。

外部機関による訪問審査（附属幼稚園）

教育文化学部環境内部監査
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教育学研究科の発足－学部の歴史をたどる⑫
秋田大学では、1965 年、学芸学部時代に学芸専
攻科教育専攻が設置されました（1988 年廃止）。学
部卒業後により深い学びをしたい人が学ぶところ
で、これが教育学研究科のもともとの始まりと言
えます。類似したものとして特殊教育特別専攻科
が 1972 年に設置され、2008 年に廃止となってい
ますが、こちらは大学院レベルというよりは、学
部レベルのもので、養護学校教員免許状を取得す
るためのものでした。
1989 年にようやく大学院教育学研究科が設置さ
れます。学校教育専攻と教科教育専攻の２専攻で
構成され、さらに教科教育専攻は、各教科教育専
修に分かれていました。最初はいくつかの教科だ
けでしたが、10 年程度をかけて徐々に整備されて
いきます。2002 年に学校教育専攻の中に心理教育
実践専修が設置され、臨床心理士受験資格第一種
認定を受けます。
1988 年の教育職員免許法の改正により、従来の
一級免許状（幼小は大卒レベル、高は修士レベル）、
二級免許状（幼少は短大レベル、高は大卒レベル）
が、専修免許状（修士レベル）
、一種免許状（大卒
レベル）、二種免許状（短大レベル）となります。
それまでは、大学を卒業したときに、例えば数学
の中学校一級免許状と高校二級免許状を取ってい
たのが、中学校・高校ともに一種免許状を取得す
ることになりました。学歴別に整理されたわけで
す。
また、それまでは、二級免許状を持っている人
が一定期間教職に就いていると自動的に一級免許
状に「上進」されていたのですが、この改正で、必
ず、大学で行われる認定講習などで一定の科目・
単位を取らないと二種免許状から一種免許状に上
進することができなくなりました。同時に、二種
免許状の人は一種免許状に上進するようにする努
力義務が課せられました。現在においてもまだま
だ、幼稚園教諭の養成の大部分が短大レベルであ
ることを改善し、大卒レベルに持って行こうとし
ていたとも言えるでしょう。
同時に、大学院レベルの実力を持った教員が学
校現場に必要になってきたこともあります。ただ、
この背景には、教員の平等でフラットな関係を見
直し、階層化を図る意図があったと言えます。1971
年の中教審答申ですでに、教員の階層化を図り、
校長、教頭の管理職と、一般の教員層の間に主任
層を作ろうとしていました。結果的に教務主任な
どの主任が誕生し、主任手当が支払われるように
なりましたが、あくまでも職務の一部・一種であ
って、職位（中間管理職）ではありません。2007 年
の学校教育法改正によって副校長とともに、主幹

教諭、指導教諭が創設されました。自治体によっ
ては、
「特 2 級」など、その職位用の給与の級が設
けられ、
「主幹」や「主任」への試験による登用が
行われています。
学校教育専攻は学校教育専修と心理教育実践専
修の２専修で構成されることになりました。最終
的に、学校教育専攻が 13 名（特殊教育特別専攻
科の廃止に伴って、10 名から 13 名に増えました）
、
教科教育専攻が 31 名の計 44 名の入学定員とな
ります。2016 年に教職大学院が設置され、教育学
研究科は教職大学院にあたる教職実践専攻 20 名
（学校マネジメントコース、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、
心理教育実践専攻 6 名の２専攻となりました。
全国的に見れば、教員養成系大学・学部に教育
学研究科が設置されるのは、東京学芸大学で 1966
年、大阪教育大学で 1968 年です。新構想大学と
して設置された兵庫教育大学に 1980 年、上越教
育大学に 1983 年、鳴門教育大学に 1984 年に学校
教育研究科が設置されます。この３研究科は、は
じめから全国の現職教員の大学院教育を目的とし
て作られ、定員も 300 名程度と規模が大きいもの
でした。学部もありますが、定員は 160 名程度で
す。全国から教育委員会の幹部候補の教員を集め、
ともに研鑚を積ませることで、全国的な視野とネ
ットワークを持った教員が必要だったということ
でしょう。1970 年前後を中心とした、大学紛争、
学生運動等もあり、地元の国立大学とその地域の
教育委員会との関係が多くの地域で良好ではなか
ったことも関係しているかもしれません。
教員養成系で、博士課程があるのは、東京学芸
大学連合学校教育学研究科（1996 年、東京、千葉、
埼玉、横浜）、兵庫教育大学大学院連合教育学研究
科（1996 年、兵庫、上越、鳴門、岡山）
、愛知教育
大学・静岡大学共同大学院（2012 年、愛知、静岡）
です。主には、当該の大学や他の教員養成系の大
学院修士課程・教職大学院の修了者の進学先とし
て、研究・実践能力をさらに高めた教員・学校管理
職の養成と、教職大学院等の担当教員の養成のた
めに機能しています。
一般に、東京大学、京都大学などの旧制帝大系
や、筑波大学、広島大学などの旧制高等師範学校
系にある教育学研究科は、学部と同様に教員養成
は目的とせず、戦前は高等教育機関の教員・研究
者養成とともに旧制の中等学校や師範学校の教員
の養成を行い、戦後も研究者・大学教員養成を行
ってきました。教員養成系の博士課程との関係が
問われるところではあります。
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【文責：佐藤修司】

地域と学校の関係性を考える公開シンポジウムに参加しましょう

これからの地域と学校の関係性を考える
—秋田での取り組みを踏まえながら—
第二次安倍内閣において、地域の衰退が問題
となり、
「地方創生」が政策の重要課題となって
久しいものの、首都圏を中心とした大都市部へ
の人口集中と、地方での人口減少の進行には未
だに歯止めがかかっていません。中でも、秋田
は全国一の人口減少率となっており、深刻さの
度合いが大きくなっています。
「全国学力テスト」
における小中学生の学力が全国トップレベルを
維持し続ける一方で、秋田が長年取り組んでい
る「ふるさと教育」は心の教育やキャリア教育
など、多様な要素を持ちつつも、郷土を支える
人材の育成を目指してきました。
教育政策として、コミュニティスクール化が
努力義務とされ、地域学校協働活動、地域教育
コーディネーターなどが次々に打ち出される中
で、学校が地域によって支えられる体制づくり
が進められています。また、東日本大震災の被
災地では、学校やその教職員が主体的に地域の

復興に関わり、それを教材化し、子どもたちが
地域復興の主体となっていく「〇〇ふるさと科」
などの取り組みが進んでいます。
「地域に支えら
れる教育」だけではなく、
「地域を支える教育」、
そして、「地域と共に歩む教育」「地域と共にあ
る教育」が求められていると言えるでしょう。
本シンポジウムでは秋田での取り組みを踏ま
えながら、地域と学校の関係の今後のあり方を
考えます。五城目町では地域おこし協力隊の取
り組みが進んでおり、五城目小学校の関わりが
報告されます。東成瀬村は県内でも学力の高さ
で知られるところで、その中での地域と連携し
た教育の取り組みが報告されます。石沢真貴秋
田大学教授からは、社会学の立場から、秋田の
地域が置かれている状況や地域おこしの取り組
みについて報告されます。梅澤収静岡大学教授
からは、ＥＳＤの観点から、地域と学校との関
係性について報告されます。

コーディネーター 兼 司会
・佐藤修司 (秋田大学)
スピーカー
・大沼一義校長（東成瀬中学校）
「東成瀬中学校における取り組み」
・松野紳一校長（五城目小学校）
「五城目小学校における取り組み」
・石沢真貴 (秋田大学)
「秋田県における地域コミュニティの現状と課題」
・梅澤 収 （静岡大学）
「地域・学校づくりを ESD for SDGs の観点で考えるー大学の役割を問いながらー」
【日時】２０１９年７月６日（土）

１４：１５～１７：１５

【会場】秋田大学６０周年記念ホール（教育文化学部３号館）
【共催】日本教育政策学会・秋田大学教職大学院
【後援】秋田県教育委員会・秋田市教育委員会
＊当日参加も可能ですが、準備する資料の関係もありますので、できるだけ７月１日（月）までに、お申し込
みください。ご氏名、ご所属をお書きいただき（様式自由）、jasep2019akita@gmail.com 宛てにお送りくだ
さい。参加費は無料となります。
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２０１９年度第２回教育研究・運営カウンシルを開催
役 職
学部長
副学部長
副学部長
学校教育課程主任
地域文化学科主任
秋田市教育委員会教育次長
秋田県あきた未来創造部次長
秋田商工会議所会頭
秋田県教育庁教育次長

氏
佐 藤
林
佐々木
星
大 橋
嶋 崎
真 壁
三 浦
渡 部

名
修
良
和
宏
純
公
善
廣
克

司
雄
貴
人
一
人
男
巳
宏

備 考
学内委員
学内委員
学内委員
学内委員
学内委員
外部委員
外部委員
外部委員
外部委員

外部委員の方はお名前のあいうえお順です

カウンシルとは学校教育法の改正に伴い、2015
年度から設置されたもので、教育研究カウンシル
と運営カウンシルからなります。
教育研究カウンシルは、①教育課程の編成、②
教員の採用及び昇任等、③教育研究に関する規程
等の制定・改廃、④教育研究に関する重要なこと、
を審議します。
運営カウンシルは、①学科その他重要な組織の
設置廃止、②予算、③運営に関する規程等の制定・
改廃、④運営に関する重要なこと、を審議します。
5 月 24 日に第 2 回のカウンシルが開催されまし
た。陪席として、教職高度化センター長、附属学校
経営委員長、学部長補佐、事務長、総務・学務系事
務職員が陪席しました。
意見交換の中では、美術・技術・家庭の教員が少
なくなっていることの課題（全学年を担当するの

で、学校全体の状況を見渡せる）、教員採用の状
況、若者の県内定着を図る取り組み、若者向けの
チャレンジ事業の状況、キャリア教育、不祥事防
止、多忙化防止など、様々なことが話されました。
カウンシルは、外部委員の方が極めて多忙な方
ばかりですので、書面審議が多くなりますが、年
に 2 回、できれば 3 回は集まっていただき、学部・
研究科に対す
る忌憚のない
ご意見を伺
う、貴重な機
会としたいと
考えていま
す。

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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