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中国甘粛省の蘭州大学への交換留学 

 

人間文化コース 4年次 田中千陽 

私は大学３年生の約 10 か月中国甘粛省の蘭州

大学へ交換留学に行きました。中国に留学してよ

かったことを二点紹介します。 

まず中国語で多くの人々と意思疎通ができた点

です。日々グローバル化が進む現代、国内では日

本語の次に英語が多用される時代だと感じていま

す。英語が完璧にできないとグローバル社会に対

応できないのでしょうか。私は違うと思います。

留学に行き、中国人をはじめあらゆる価値観、文

化を持った世界各国の人々と中国語を用いて気持

ちを共有することができました。私のルームメイ

トはモロッコ人で彼女は母国でアラビア語とフラ

ンス語を使います。日本から遠く離れた国の人と

中国語を使いながら生活を共にしたことは非常に

貴重な体験でした。中国語を一定期間しっかりと

学んだことで言語に対する学習意欲がさらに増し、

英語やアラビア語にも挑戦するようになりました。

「英語」が苦手だから海外との繋がりをあきらめ

ることは少々もったいないと感じています。まず

は興味のある言語・分野から異文化に触れてみて

はいかがでしょうか。 

 

次に内側から中国を見る・外側から日本を見る

機会があった点です。秋田で生まれ育ってきた私

にとってこの留学は初めての海外生活、初めて地

元を離れる機会となりました。普段は蘭州市内の

様々な場所に出かけ、長期休みには北京・上海・台

湾（中華民国）に足を運びました。中国大陸は広大

で人も十人十色であること、中国大陸も台湾も互

いに独特な文化を持っていることに気が付きまし

た。一方、外側から日本を見て考える機会にもな

り、日本と地元秋田の新しい一面にも気づくこと

ができました。留学で得た発見を今後の生活にも

活かしていきたいです。 

留学は時間もお金もかかりますが、それだけ自

分を成長させる環境が整っています。大学生活は

有限です。海外に興味のある方は是非留学に挑戦

してみてください。 

 
ムスリムの留学生と 

 

 

 

 

みなさんも積極的に留学に挑戦しましょう

現地の学生と中山橋 
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地域社会コースでの学び 
 

地域社会コース 2年次 間杉 築 

私は現在、教育文化学部の地域文化学科の中で

も、講義による理論学習とフィールドワークによ

る実践的な学習をすることができる地域社会コー

スでマーケティング、経営学をはじめとしたビジ

ネス＆マネジメント分野を中心に幅広い知識・技

術の習得を目指し日々学習しています。ここでは、

地域社会コースについて拙いながら紹介させてい

ただきます。 

 

地域社会コースの学習は私が学習している分野

のほかにも法律や政治について学ぶガバナンス分

野、人文地理や社会学について知るコミュニティ

分野の計３分野に分かれています。一つの分野だ

けでなく、他分野についても学習することで地域

に根付く問題を見つけ出し、考察やそれに対する

提案をする力を身につけることができます。また、

理論授業についても必要なことを口頭で教わるだ

けではありません。例えばマーケティングにおけ

る概論の講義においては、実際に起こっている事

例を取り上げ考察させ実力・知識の定着のみなら

ずその応用や考え方を柔軟にさせる工夫が行われ

ています。 

また、地域社会コースの最大の魅力として上述

にもありますが、フィールドワークが挙げられま

す。フィールドワークは講義によって得た知識を

アウトプットするよい機会になります。また、そ

の際聞き込みやアンケート調査を行う機会もある

かと思いますが、講義によって聞き込みについて、

アンケートの作成等についても説明していただけ

るため正確かつスムーズな情報収集が可能になり

ます。私は１年次の地域学基礎でフィールドワー

クを体験でき、そこでフィールドワークの楽しさ

並びに地域社会コースへの興味の深まりを感じま

した。 

地元への貢献に何ができるか模索するためにも、

様々な分野を学ぶことのできる地域社会コースは

魅力的であると考えています。２年次になり地域

社会コースに所属した今、より複雑化・高度化し

た講義内容に不安を感じていますが、同時に自分

の成長の機会と受け止め、これからの３年間で自

分の知識・技術をより高度なものへと昇華させる

ために日々の努力を忘れずに学業に従事していき

ます。 

 

 

秋田大学創立 70周年記念事業 特別講演会「グローバルに活躍するには」に参加しよう 
 

日時：2019年 7月 4日（木） 14：00～19：30 

 

場所：秋田大学 60周年記念ホール 

 

プログラム： 

第一部 学生パネル展示・相談会 14：00～16：00 

 

第二部 講演会・トークセッション 16：10～18：30 

◎開会挨拶：秋田大学長 山本文雄 

 

◎特別講演 

講師：川崎汽船株式会社執行役員 岩下方誠 氏 

 演題：「海外留学経験とキャリアについて」 

      （グローバルに活躍するとは） 

 

◎学生発表：海外留学経験のある在学生による

経験の発表 

高橋明日香（秋田大学 理工学部システムデザイ

ン工学科土木環境工学コース 4年） 

毛内 志歩（秋田大学 国際資源学部国際資源学

科資源政策コース 4年） 

菊池 真白（秋田大学 教育文化学部地域文化学

科国際文化コース 2年） 

 

◎トークセッション：岩下氏と上記学生 3名 

 テーマ：「グローバルに活躍するために必要

なこととは何か」 

 

第三部 学生パネル展示・相談会 18：30～19：30 
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株式会社テクノス秋田から附属小学校にタブレット端末をご寄附 
 

秋田大学教育文化学部附属小学校はこのほど、

株式会社テクノス秋田からタブレット端末 10 台

をご寄附いただき、5月 30 日に同社の代表取締役

相田龍三氏から直接、成田附属小学校長に寄附物

品及び目録が手渡されました。 

昨年に引き続きご寄附いただいたタブレット端

末は、同大教育文化学部附属小学校における子ど

もたちへの ICT（情報伝達技術）及び IoT（モノの

インターネット）教育を推進するため、同校から

の要望に応えていただいたものです。 

同校からは「附属小学校においては、公立学校

へ先導的な研究成果を提供することを使命の 1 つ

としている。ご寄附いただいた様々な IT機器によ

って、子どもたちと教員のプログラミング教育が

推進され、研究教育に大いに役立てられる」との

謝意が伝えられました。 
【全学ＨＰから編集して転載】 

 
 

 

附属小学校研究委員長 清水 琢 

本校では，主に次の３つの目的でタブレット型

端末を活用しています。各教科等で，また問題解

決学習の各段階において，有効な活用方法を模索

しながら実践を積み重ねているところです。 

 

１ 情報収集の手段として 

 社会科，理科，家庭科，総合的な学習の時間な

どにおいて，市町村や都道府県，また政府機関等，

公的なホームページを参照し，調べ活動の資料と

しています。 

 

２ 映像や音声の記録媒体として 

 理科では，植物や昆虫の写真を撮って記録と

して残すことにより，種間比較や成長過程の証拠

としています。また，サーモインクの動き（水の対

流），砂鉄の動き（磁力線）など，動いている瞬間

を動画で記録し，スロー再生したり一時停止した

りしながら科学的な結論を導き出すための証拠と

しています。 

 外国語活動の英語表現，国語科の紙芝居発表

などの際，動画を撮り，見直すことにより自分た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちの表現手段を振り返ったり，体育の運動場面に

おける自分たちの動きや，音楽の歌や楽器演奏に

ついて振り返ったりする際に，子どもたちが客観

的なフィードバックを得るための有効なメディア

となっています。 

 図工や生活科では，アイディア段階から完成

まで自分の作品の変遷を記録していくことにより，

自己の変容や成長を自覚する姿が見られます。 

 

３ プログラミングにふれるための ICTとして 

 学年の発達段階に応じて，プログラミング教

育のホームページに載っているソフトに取り組ん

だり，理科やクラブ活動で，電車の速度調整やロ

ボットの動きなどのプログラミングを実際に行っ

たりするなどの活動を通して，プログラミング的

思考の基本やプログラミングに関する基礎的な技

能を学んでいます。 

 

 今後の展望としては，各教科等でプログラミ

ングに関する有効な実践を検証しながら，年間指

導計画を拡充していくこと，更に，子ども一人に

つき一台のタブレット型端末が使えるように台数

の整備を進めていくことが挙げられます。 
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【研究紹介】          若林俊輔の英語教育論 
 

英語・理数教育講座 若有 保彦 

若林俊輔（1931～2002）は 1960年代～2000年代

初頭に活躍した英語教育学者である。1955年に中

学校教諭となり，英語教師としてのキャリアをス

タートさせた若林は，その後，ELEC，群馬高専，東

京高専，東京学芸大学，東京外国語大学，都留文科

大学，拓殖大学などで教鞭をとり，現在の日本の

英語教育界で活躍する多くの教師を育てた。 
 

若林俊輔 (2016)

『英語は「教わっ

たように教える

な」』研究社 

 

若林が日本

の英語教育史

の中でも稀有

な存在と考え

られる理由は

いくつかある

が，その一つは，

残した業績の

幅広さにある。

例えば，教材編

集について言

えば，中学校検定英語教科書 New Crown English 

Series 1～3 (三省堂， 1978-2002)，高等学校英

語検定教科書 The New Century English Series 

I・II (三省堂， 1982-1995)や Select Oral 

Communication B (三省堂， 1994-2002)の編集代

表の他，「高等学校通信講座・英語」(NHK教育テレ

ビ, 1967-1973)の講師や「基礎英語 1」(NHKラジ

オ第 2放送, 1994-1996)の監修，『ヴィスタ英和辞

典』(三省堂, 1997)の編集主幹を務めた。専門分

野が細分化された現在の英語教育では，辞書と教

科書，ラジオやテレビの語学教育番組の全てにお

いて一人の人物が中心的な役割を果たすことはほ

とんどない。しかも，若林はこれらに加え，短い期

間ではあるが，英語教育雑誌『英語教育ジャーナ

ル』(三省堂, 1980-1982)の編集主幹を務めるなど，

雑誌編集にも取り組んでいた。 

2 つ目の理由は，東京学芸大学や東京外国語大

学など，日本の外国語教育の中枢と考えられる大

学に所属しながら，ALT の導入や小学校英語教育

導入へ反対する発言を行っていたことである。特

に，「英語週 3時間反対運動」や「英語教育改善懇

談会（現在の外国語教育改善協議会）」を通じての

アピールの発表，文部大臣や教育課程審議会等へ

の要望の提出など，言葉だけでなく実際の行動で，

自らの理想とする英語教育の実現を目指した大学

英語教師は数少ないと思われる。 

3 つ目の理由は，若林が英語教育雑誌を中心に

多くの論考を残したことである。例えば，『英語教

育 fifty』(2002, 大修館書店)の付録の CDに収め

られている「特集執筆回数ランク表」によれば，若

林の執筆回数は 71 回で，過去 50 年間で最も多か

った。また，研究社の雑誌『現代英語教育』の 1995

年 5月号に掲載された「昭和 40年代の英語教育雑

誌の特集記事の寄稿者のリスト」の『現代英語教

育』のランキング(p.24)においては第 2位，「昭和

50年代の英語教育雑誌の特集記事の寄稿者のリス

ト」の『現代英語教育』のランキング(pp.24-25)で

は第 1 位となっている。このような特集記事執筆

の多さは，若林の文章に人々を惹きつける要素が

あっただけでなく，英語教育の様々な分野に精通

していたことを示唆する可能性が高い。 

前述の多様な教材の作成・編集と合わせ，様々

な分野での若林の発言は，その幅広い知識を活か

して，日本の英語教育全体を見通したものになっ

ていた可能性がある。小学校における外国語の教

科化や，大学入試において英語 4 技能を測定する

試験の導入の検討など，様々なレベルでの英語教

育改革が急激に進む現在，そのような視点を持っ

た若林の主張を明らかにする取り組みには一定の

意義があると考える。 

若林の業績に関する調査は，まだ始まったばか

りであり，現在は，下記の 2 冊のように，収集し

た論考を編集・発表している段階である。今後は，

収集した若林の

論考を時代順に

整理し，分野別

に分類すること

で，各分野にお

ける主張とその

変遷を辿り，最

終的には若林の

英語教育論の全

体像を明らかに

していきたい。 
 

若林俊輔(2018)

『若林俊輔著作集

①雑誌連載記事』

一般財団法人 語

学教育研究所 

 【学部ＨＰから転載】 
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心理専門職の養成－学部の歴史をたどる⑬

心理学については、教育学部時代、小学校教員

養成課程教育・心理副専攻の担当者として 4 名が

配置されていました。1989年に教育学研究科が設

置されてからは、学校教育専攻に心理学の科目が

置かれ、心理学の教員が担当していました。 

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

ます（定員は学校教

育専修と合わせ、学

校教育専攻全体で 10

名、後に 13 名）。公

益財団法人日本臨床

心理士資格認定協会

が、臨床心理士受験

資格について認定を行うことになっていますが、

このとき臨床心理士受験資格第一種指定大学院の

認定を受けました。その後、2016年 4月の改組で、

心理教育実践専攻（定員 6 名）となります。 

1998年の教育文化学部発足時、すでに臨床心理

士養成を視野に入れ、福岡教育大学に所属してい

た鶴光代先生を 2000年に教授として迎えます。鶴

先生は日本臨床動作学会理事長、臨床心理職国家

資格推進連絡協議会会長、日本臨床心理士会副会

長などを歴任され、会員が３万人を越える心理学

関係最大の学会である日本心理臨床学会理事長は

現在４期目だそうです。本学部では、附属幼稚園

長も務められ、定年後、2007 年からは跡見学園女

子大学を経て、現在、東京福祉大学の教授です。 

発足時、教育心理学講座の教員 4 名中 2 名、ま

た教育実践総合センターの教育実践講座の教員 2

名、その後 3 名が臨床心理士資格を有する教員と

なり、当時計 5 名の臨床心理士教員を抱えていま

した。現在は 3名ですが、資格認定協会の基準（4

名以上、内 2 名以上が教授）を満たすためにも、

補充が必要なところです。 

2018年からは国家資格として公認心理師制度が

スタートしました。今後は民間資格である臨床心

理士資格との２資格取得体制を維持することにな

ります。 

「秋田大学臨床心理

相談室」は、手形キャン

パス 5 号館に 1999 年

12 月に開設されまし

た。以来、地域に開かれ

た心理相談機関とし

て、臨床心理士資格を

持つ教員、および教員

の指導を受けながら臨

床心理学の基本的な知識と技術を取得することを

目指す大学院生が、一般の方々のご相談に対応し

ています。また、外部団体のカウンセリング事業

やストレス相談事業の指定相談機関として教員が

対応にあたり、学校教員やスクールカウンセラー

へのコンサルテーション、スーパーヴィジョンも

年々その回数を伸ばしており、地域貢献の責務を

果たしています。当相談室は、財団法人日本臨床

心理士資格認定協会による第 1 種指定校の認定を

受けている秋田大学大学院心理教育実践コースの

臨床実習機関であり、さらには修了生の卒後研修

の場ともなっており、臨床心理学の専門機関とし

て多くの機能を担っています。 

ご相談は子育て、学校不適応、家族問題、対人関

係や性格の悩みなど様々ですが、その内容によっ

て、個人面接や集団面接、言葉で自分の気持ちを

うまく伝えることができない子どもに遊びを通し

て治療を行うプレイセラピー、また箱庭と白砂を

用いて内面を表現する箱庭療法など、さまざまな

形態の面接を可能にするため、相談室には用途に

応じたしつらえの部屋が用意されています。 
            【文責：佐藤修司】
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「THE世界大学ランキング 日本版」2019 50位以内達成 
 

副学部長 林 良雄 

「THE 世界大学ランキング」と

いうランキングがあるのをご存

知でしょうか。 

英国の教育専門誌タイムズ・ハ

イヤー・エデュケーション（以下、

THE）が世界の大学を「研究力」を

中心に評価したランキングを「世

界大学ランキング」として発表し

ています。これに対し日本の大学

について、ベネッセが協力して、

「教育力」を評価したランキング

が「THE 世界大学ランキング 日

本版」となります。 

「教育力」は「教育リソース」

（学生一人当たりの資金、学生一

人当たりの教員比率行員一人当

たりの論文数など）、「教育充実

度」（教員・学生の交流や授業・

指導の充実度の学生調査など）、

「教育成果」（企業人事の評判調

査、研究者の評判調査）、「国際

性」（外国人学生比率、外国人教

員比率、日本人学生の留学比率な

ど）の４つの指標で評価していま

す。 

このランキングの３度目とな

る「THE 世界大学ランキング 日

本版２０１９」の上位１５０位ま

でが３月末に発表されました。秋

田大学もエントリーをしており、

結果として総合で４８位と５０

位以内に入りました。2017 年、

2018年がそれぞれ６８位、５８位

なので、着実に順位を上げていま

す。また、北海道・東北地区では

東北大学、北海道大学、国際教養

大学、会津大学に次いで 5 位と健

闘しています。 

本学部でも、今後とも学生に寄 

り添った効果の高い教育を進めていくことで、ラ

ンキングの向上に努めていく所存です。 

 

  

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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