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70 周年記念特別講演会「グローバルに活躍するためには」

＜私の発表の概要＞
秋田大学創立 70 周年を記念して行われた特別
講演会「グローバルに活躍するためには」で、私は
昨年参加した「海外短期研修」についてプレゼン
テーションの形で報告しました。

「海外短期研修」は主題別科目の授業となって
おり、8 回の授業と１ヶ月間の海外研修を経て２
単位もらうことができます。私は昨年９月に１ヶ
月間カナダにあるビクトリア大学で英語を学んで
きました。参加した目的は、ネイティブの英語に
触れることと実際の海外生活を経験することです。
私は小さい頃から外国に憧れを持っていて、大学
では交換留学に行きたいと考えていましたが、海
外を経験したことがありませんでした。そこで、
このプログラムに参加することは交換留学を計画
し、実際に生活する上で役に立つと考えました。

国際文化コース 2 年次 菊池真白
空港でホストマザーに迎えてもらって始まった
１ヶ月は想像以上に楽しく、新鮮なことばかりで
した。平日は大学でコミュニケーションを中心と
した授業を受け、休日は友達やホストファミリー
とカナダを満喫しました。中でも印象に残ってい
るのは、現地でできた友達と１泊 2 日のバンクー
バー旅行に行ったことです。特に、交通機関のシ
ステムがとても複雑で移動に苦労しましたが、優
しい現地の方々に助けていただいて充実した二日
間を過ごしました。

カナダでの１ヶ月間は私を強くするものであっ
たと確信しています。英語を学ぶことも、より多
くのことを経験することも自分から行動すること
が必要です。気がつくと、今までは頭で考えてい
てもなかなか行動に移すことができなかった私が、
思いつくと同時に実行するようになっていました。
英語や文化を学ぶだけでなく、限りある時間をど
れだけ有意義に過ごすかの大切さを教えてくれる
研修であったと感じます。
また、帰国後は今回のように自分の経験を発表
する機会をたくさん設けていただき、その度に貴
重な１ヶ月間を振り返る良い機会となりました。
私も留学を目指す者の一員として、カナダでの１
ヶ月間を自信に変えながら努力していこうと思い
ます。
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＜講演やトークセッションなどの様子＞
今回の特別講演会に講師として来て頂いた岩下
さんのお話は、将来外国に関わる仕事がしたいと
考えている私にとって貴重なものでした。特に、
大学時代に留学をしていたことや家庭を持ってか
ら海外生活をしたことなど、実際に海外経験をし
たというお話は興味深かったです。いくつかアド
バイスを頂いた中で私が印象に残っているのは
「留学に対して構えすぎないこと」というお話で
す。留学には普段と違う環境や言葉の壁が伴いま
す。そのため、留学を目指す中で「英語はできて当
たり前」ということを言われてきましたが、岩下
さんは英語が話せないことを理由に留学をあきら
める必要はないと仰っていました。これは私がイ
メージしていた留学とは全く逆の概念であり、興
味を惹く言葉でした。もちろん留学をするにあた
って英語が大切であることは確かですが、岩下さ
んが語る楽しそうな海外生活は私たちに憧れを与
えると同時に留学をより身近な存在としました。
講演会の最後に行われたトークセッションでは
フロアの方々から質問を受け付けました。これに
よって実際に聞いてくださった方が疑問に思った
ことやより深く追求したい部分を直接尋ねること
のできる良い機会となったと感じています。はじ
めは緊張した雰囲気が漂っていたものの、徐々に
質問が増えてきてフロアとステージが一体となっ
ていました。語り手の伝えたいことと聞き手の理
解や要求が一致することは日常の会話だけでなく、
今回のような講演会においても重要です。それを
助ける働きをするのがトークセッションであると
気づきました。
今回の講演会を通して、海外に興味を持つ人や
留学に踏み出す人が少しでも増えると良いと思い
ます。グローバル化が進む社会で活躍する第一歩
として、直接異文化に触れることは必ず役に立つ
と感じました。私も大学でたくさんのことにチャ
レンジしてグローバル社会で活躍できるような人
になりたいです。

トークセッションの様子
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↑ ポスターセッションの様子

↑ 学生発表の様子

↓

↓

秋田大学－秋田刑務所 連携事業 第 2 回
再犯防止教育と心理支援Ⅱ
平成 30 年 2 月、秋田大学教育文化学部及び大
学院教育学研究科と秋田刑務所との間で連携協定
が結ばれ、秋田大学教育文化学部及び大学院教育
学研究科においては大学の基本理念を遂行するこ
とに、また、秋田刑務所においては再犯の防止等
を推進することに努めています。その連携事業の
一環として、昨年度は秋田大学において「第１回
心理実践フォーラム」が開催されました。
そして、今回は秋田刑務所に場を移し、連携事
業の「第２回心理実践フォーラム」を開催する運
びとなりました。今回は「再犯防止教育と心理支
援Ⅱ」～塀の中の“教育”～」と題して、刑事施
設の中で行われている再犯防止指導の実際と、連
携協定による人材養成、さらに心理学的な立場か
ら見たそれらの意義について、参加者とともに考
えました。なお、このフォーラムは、令和元年秋
田刑務所矯正展の行事の一環として行われまし
た。
令和元年 7 月 7 日（日）に秋田刑務所講堂で行
われました。プログラムは以下のようになってい
ます。
１ 所内見学
(1) 受付開始 ： 9 時 20 分～
(2) 受付場所 ： 秋田刑務所 東門
(3) 所内見学 ： 9 時 40 分～10 時 00 分
２ フォーラム
(1) 時 間 ： 10 時 00 分～11 時 50 分
(2) 会 場 ： 秋田刑務所 講堂
(3) プログラム
ア 開会のあいさつ
秋田刑務所長 二階堂亮治
イ 講演
「窃盗・詐欺事犯者の再犯防止指導」
秋田刑務所 教育担当刑務官
「薬物依存（主に覚せい剤）事犯者の再犯防
止指導」
秋田刑務所 教育専門官
「再犯防止教育における心理学的支援、そし
て地域による支援」
秋田大学教育文化学部 北島正人 准教授
ウ 閉会のあいさつ
秋田大学教育文化学部附属
教職高度化センター長 佐藤 学
主 催 ： 秋田大学教育文化学部・大学院教育
学研究科、秋田刑務所
共 催 ： 秋田大学教育文化学部附属
教職高度化センター

心理実践フォーラム

～塀の中の“教育”～を開催
＜７月７日刑務所訪問感想＞
心理教育実践専攻修士 1 年 後藤 結季
小番先生の講演で、一方的だった感想文にコメ
ントをつけることで「交換日記」化し、受刑者の話
を聞いてさらなる疑問を投げかけたり、問題解決
の提案をしたりしていることを知り、行っている
ことは臨床心理士と変わらないのだなと思いまし
た。また、その際の「受刑者に一般常識や正論をぶ
つけても意味はない」という話が心に残っていま
す。窃盗・詐欺事犯者と会話をする中で、怒り等負
の感情が湧いてきてもぐっと堪え、話を聞き、受
刑者が自分で自分の状態や感情に気づくよう支援
するというのは、一日二日でできることではない
だろうと思いました。
後藤先生の講演の中で、薬物依存離脱指導プロ
グラム受講者の反応が、開始前からプログラムを
通して変化していく様子を知ることができました。
その中でも特に印象に残っているのは、編入告知
の際に「辞退できないのですか」と答えた方の変
化でした。
「話を振った時のストレートな拒否に対
し、
『その気持ちを教えてくれてありがとう』と感
謝を述べた」と後藤先生が話されていたことが特
に印象深いです。
他の事例においても、教育専門官（教育担当刑
務官）の方の、受刑者に対する受容的な態度が、受
刑者の変化を促しているのだろうと感じました。

心理実践コース 2 年次 小原 智布
刑務官教育担当の看守の方の話から、受刑者の
共通点として強い自己否定、否認や拒否、間違っ
た信念、恣意的選択が見られるためそれを把握し、
受け止めることが大切だと知った。また、看守の
方の大変だと思う事を聞き、受刑者にとってより
よい授業にするために一生懸命いろいろ考えてい
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ることも分かった。
「やり直せるか不安に思う」
「ま
た同じことをやってしまいそうだ」というネガテ
ィブな部分こそが大切であり、自己分析ができて
いるという＋面としてとらえることができるとい
う考え方に納得した。再犯者も何人かいるという
事で、受刑者に対して劇的な変化は期待できない
かもしれないが、それでも「変わらない」と決めつ
けたくないという考え方が受刑者と向き合い教育
していく立場としてとても大切なことだと思った。
次に、専門教育官の方の話を聞き、薬物依存離脱
指導専門プログラムを受講初期と受講後半の受刑
者の感想用紙な内容を見た。はじめはプログラム
に対してマイナスな考えを持った人がほとんどだ
ったがプログラムを重ねるうちにプラスの意見に
かわっているところを見て、受刑者といっても根
は素直で反省する心なども持っているのかと少し
ほっとしたと同時に自分自身が「受刑者」に対し
て偏見の目を向けていたことに気づけた。
秋田刑務所のように受刑者に寄り添う教育がも
っと全国的に広がり受刑者が更生して社会復帰で
きるような社会になっていったらいいなと思った。
最後の北島先生の再犯防止のためにただ止めるだ
けでは逆効果になりかねないから必要なのは代替
行動であるという話がなるほどと思った。また、
再犯防止のためには懲役があって初めて教育が成
り立つのだという事が分かって良かった。犯罪経
験者が社会に復帰し、やり直すためには本人の努
力はもちろん周りの人間の受け入れる心も大事な
んだと感じた。今回の話を聞き、怖い、ただただ悪
い人だと思っていた刑務所や受刑者に対する見方
が＋の方に変わって良かった。

心理実践コース 2 年次 阿部 有翔
今回、講演を聞いて印象に残ったことは「受刑
者を変わらないと決めつけずに信じる」という言
葉です。見学をして、トイレがガラス張りになっ
ていたり、少しのわき目や私語も許されなかった
りと、やはりどうしても信頼が欠け、厳しく注視
されるような生活を送っていると思います。
しかし、そんな中でも 1 人でも自分を信じて見
守ってくれる人がいるだけで心が救われるのでは
ないかなと思いました。
また、地域全体でも「やりなおし」を支え、信頼
し、罪を犯した人の努力を受け入れることが大切
だという言葉も心に刺さりました。努力している
ことを認める地域の人の協力も必要であり、また、
更生して社会の役に立つことで「私たちの利益」
に繋がるという考えがとても新しくて印象に残り
ました。
夏休みにも刑務所を訪れる機会があります。今
回の講演で司法犯罪分野に興味が湧き、モチベー
ションが上がりました。とても貴重な経験だと思
うので、より密な学習が出来るよう、頑張りたい
と思いました。

心理実践コース 2 年次 松岡 史華
7 月７日の刑務所訪問に参加して、刑務所にお
ける心理学との関わりについて感じることができ
ました。まず初めに、私は刑務所でどのようなこ
とが行われているのかを知らず、受刑者に対して
教育がなされていることを知ることができました。
そこでは、指導者による笑いが出る雰囲気で行う
ような工夫がなされており、受刑者に心理的苦痛
を与えないようにしているのだと感じました。一
方で、そのようなオープンな雰囲気であるが故に
どこまで発言させてあげるかといった指導の難し
さもあるのだと感じました。また、最後に刑務所
の教室を見学することができましたが、防犯カメ
ラが設置されているなど厳重な警備がされている
ことも身に沁みました。この訪問を通して、自分
の未来像が曖昧でしたが、自分の将来について考
えるきっかけになりました。
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教育文化学部キャリアガイダンス

教育文化学部キャリア委員会は、例年、就職推
進課や就職情報室の協力も得て、学部学生を対象
に、卒業後の就業に資するさまざまな企画を提供
しています。今回はそのうちのひとつ、
「キャリ
アガイダンス」を御紹介します。
今年度の「キャリアガイダンス 2019」は、6
月 12 日（水曜日）16:10 から 18:00 まで、前半
の第１部が教育文化学部３号館 342 教室にて就職
３部門（教員・公務員・企業）合同で、後半は部
門別に別教室で説明会が開催されました。
前半の第１部では、外部講師をお招きし、就職
活動と就職後に必要とされる準備と能力、情報収
集すべき内容など講演していただいた上で、３部
門別に仕事の魅力と就職スケジュールなどが説明
されました。今年度の第１部参加学生数は、昨年
度よりも多い 57 名でしたが、他にも多くの企画
を通じた情報提供があるとはいえ、１年 12 名、
２年 26 名、３年 19 名と、３年生の参加が少な
かった点は残念で、少し危惧されます。
第２部では、３部門別に全体説明と個別ガイダ
ンスが実施されました。その内容の一端もお知ら
せすることになりますので、今年度参加者の感想
の一部を以下に御紹介いたしましょう。

＜教員志望者向けガイダンス感想＞
・私は昨年度から２度目の参加でした。昨年度知
ることができた情報だけでなく、さらに新しく
追加された内容などについても知ることができ
たので非常に有意義なガイダンスでした。特に
大学院について興味があったので、大学院の授
業や活動について詳しく知れたのがうれしかっ
たです。
・私は高等学校（国語）志望なのですが、所属して
いるコースでは少数派です。将来について不安
が常にありましたが、今回のキャリアガイダン
スを受けて不安が解消されました。高等学校に

2019

キャリア委員会委員長 篠原秀一
実際に勤務した時の経験談や採用試験に向けて
やっておくべきことなど、普段なかなか聞くこ
とができないことを聞くことができて良かった
です。これから採用試験に向けて何をすべきか
明確に発見することができました。
・教員採用試験に向かうにあたって準備するべき
事を多様な視点で知ることができ、大変勉強に
なりました。お恥ずかしい話、私は日程も試験
内容もまだ分かっていなかったので、今回この
ガイダンスに来なかったら周囲に比べ大きく出
遅れる羽目になっていたかもしれません。先生
や先輩のお話を聞く中で、将来のために自分が
やるべきことが朧げながら見えてきたように思
います。
＜公務員志望者向けガイダンス＞
・公務員になることのメリットを改めて確認でき
ました。まだ進路は決定していませんが、様々
なところにも目を向けていきたいです。
・今回は普段聞けないことも聞けたと思えた。私
自身世間でよく聞くイメージが強く、今回の話
は驚く内容ばかりだった。
・先生の実体験を交えた説明は、現実味があって
非常にためになった。試験対策も大切だが、毎
日の生活をどう生きるかが大切だと分かった。
・意識改革をするきっかけになった。今自分がす
べきことが明確にわかり、将来の見通しも持つ
ことができたので、参加してよかったと思った。
・公務員試験は、筆記試験と小論文・面接だと思
っていましたが、最近では、筆記試験を行わな
い自治体もあると聞いて驚きました。年によっ
て形態が変わっているので、その度確認するこ
とが大切だと思いました。今のところ公務員を
目指していますが、
「なぜ公務員になりたいのか」
「本当に公務員になりたいのか」と聞かれたら
すぐに答えられないと思ったので、2 年生のう
ちに、そこをはっきりさせておかなければなら
ないと改めて感じました。まずは自治体研究と
自己分析から始めてみたいと思いました。
・職についてしっかり理解すること、自分は本当
に何をやりたいのかを分析することが今の自分
に必要だと思った。これからの就職活動に向け
て行動するきっかけになったと思うので良かっ
た。
・心理師としても中途採用で色々な職場に入るこ
とがあるのがわかり、ためになりました。
・自分の公務員に対する見方が揺さぶられた。
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＜企業志望者向けガイダンス＞
・就活についてまだ準備を本格的に始めておらず、
ぼんやりと就活の流れを知っているくらいでし
た。今日ガイダンスに参加して、まずは自己分
析から始めてみようと思います。就活への意欲
が高まりました。自分の専攻している教員と迷
っている状態ですが、まずは企業研究を始めて
みます。
・自己分析・自己理解が重要であると思った。
・エントリーシートを書くための準備がよくわか
った。
・個別相談があったので、自分の不安を軽減する
ことができ、さらに就活に向けて勉強していき
たいと思いました。
・ＥＳのよく聞かれる質問としてあげられた 3 つ
において、
「なぜそれが聞かれているのか？」と
いう視点で考えるきっかけを頂けた。
・企業や会社について調べ始めるべきだと思った。
自分の良いところや個性を見つめ直してみよう
と思った。志望動機を考えなければいけないの
は予想できていたが、ビジョンを考えることは
視野になかった。
・まだどのような進路を選ぶかまったく決まって
いないが、企業を選ぶとしたら今後どのような
ことをやらなければいけないのか参考になった。

【研究紹介】

・私は 1 年生であり、就職について全く情報を持
っていなかったので、少しでも就活について知
ることができて貴重な時間だった。これからど
んどん情報を自分で調べて備えていきたい。

就職活動は、普段の学習・勉学や日常生活と無
縁な特別なものではなく、すべてではないが「人
間」全体が問われるものであることを、参加学生
たちは考えたようです。学部学生たちには、こう
した機会を今後もどうか、活かしてほしいと思い
ます。

特別支援教育における ESD とアクティブ・ラーニングとの関係

１．はじめに
2015 年 8 月 26 日に中央教育審議会教育課程企
画特別部会より論点整理の報告が行われた。この
論点整理では、次期学習指導要領での学習活動の
示し方や「アクティブ・ラーニング」の意義が強調
され、「課題の発見･解決に向けた主体的・協働的
な学び」が明確化された。 そこで、
「持続可能な開
発 の た め の 教 育 （ Education for Sustainable
Development）」
（以下、ESD という）である、ユネ
スコ（UNESCO）の提起する学び方･教え方と、次期
学習指導要領の論点整理で示されたアクティブ・
ラーニングのつながりを整理するとともに、特別
支援学校の教育実践をアクティブ・ラーニングの
３つの視点から考察し、特別支援教育における授
業づくりの在り方を探究することが、私自身の研
究テーマの一つである。
２. ESD とアクティブ・ラーニングについて

特別支援教育コース 谷村 佳則
ユネスコによる ESD の学び方･教え方は、以下の
3 点である。
①「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や
問題解決能力の育成」を通じて「具体的な行
動」を促すという一連の流れの中に位置付け
ること。
②単に知識の伝達にとどまらず、体験、体感を
重視して探究や実践を重視する参加型アプロ
ーチをとること。
③活動の場で学習者の自発的な行動を上手に引
き出すこと。
また、
日本ユネスコ国内委員会教育小委員会 ESD
特別分科会が、
「ESD は、課題の発見と解決に向け
た主体的・協働的な学び（いわゆる「アクティブ・
ラーニング」）を実践するものとして効果的であ
る。」としている。
これに対して、現行学習指導要領の基本理念「生
きる力」の一つである確かな学力を推進するため
には、子供の学びに向かう力が必要であり、この
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ためには、実社会や実生活に関連した課題などを
通じて動機付けを図り、学びに向かう意志を喚起
する必要があることが示された。この点から、育
成すべき資質･能力を育むために、学びの量ととも
に質や深まりが重要であるとされ、
「どのように学
ぶか」に光が当たった。その結果、アクティブ・ラ
ーニングとして、以下の３つの視点が示されたの
である。
①習得・活用・探究という学習プロセスの中で、
問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過
程が実現できているかどうか。→「深い学び
の過程」
②他者との協働や外界との相互作用を通じて、
自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過
程が実現できているかどうか。→「対話的な
学びの過程」
③子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、
自らの学習活動を振り返って次につなげる、
主体的な学びの過程が実現できているかどう
か。 →「主体的な学びの過程」
以上の、ESD の学び方・教え方の３点とアクティ
ブ・ラーニングの 3 つの視点を比較すると、相関
関係にあることが分かる。
ESD は、課題の発見と解決に向けた主体的・協働
的な学びを実践するものとして効果的である。
「何
のために、何を、どのように、学ばせるのか」とい
う課題において、アクティブ・ラーニングは、この
なかの「どのように学ばせるか（学ぶか）
」に相当
する。この点からも論点整理では、新しい時代に
必要となる資質･能力の育成の上で、ESD の学び方･
教え方に当たる「どのように学ぶか」が、アクティ
ブ・ラーニングの本質として考えられるようにな
ったものと考える。
３. 特別支援教育における ESD とアクティブ・ラ
ーニング
特別支援教育では、知的発達が未分化な児童生
徒に対しては、指導内容を教科別又は領域別に分
けて指導するよりも、総合的に組織された学習活
動が適合しやすいため、教科別、領域別に分けな
い指導である「領域・教科を合わせた指導」
（以下、
「合わせた指導」という）の形態が大切にされて

いる。この合わせた指導を位置付けた教育課程の
中で、中心的な学習活動となるものが「生活単元
学習」である。
生活単元学習は、児童生徒が生活上の目標を達
成したり、課題を解決するために、一連の活動を
組織的に経験することによって、自立的な生活に
必要な事柄を実際的・総合的に学習するものであ
る。特にも、知的障害教育では、生活に結びついた
実際的で具体的な活動を学習活動の中心に据え、
実際的な状況下で指導することを通して、学習に
主体的に取り組む力を育てることを重視している。
このため、
「特別支援学校学習指導要領解説総則等
編（幼稚部・小学部・中学部）2009 年」では、生
活単元学習の目標を「児童生徒が生活上の目標を
達成したり、課題を解決するために、一連の活動
を組織的に経験することによって、自立的な生活
に必要な事柄を実際的・総合的に学習するもので
ある。
」と明記している。
以上の、知的障害教育における考え方と、その
教育課程の一つである生活単元学習の目標は、ユ
ネスコが提起する ESD の学び方・教え方の 3 点と、
アクティブ・ラーニング 3 つの視点と関連性が強
く合致したものといえる。
４. おわりに
ESD の学び方・教え方は、教師の教育観・指導観
を一変させたといわれる。また、この学び方･教え
方が、
「どのように学ぶか」に視点が置かれること
で、論点整理では「主体的･対話的で深い学び」と
してのアクティブ・ラーニング３つの視点が示さ
れた。また、現行の学習指導要領の基本理念「生き
る力」の一つである「確かな学力」
（課題を解決し
ていく上での思考力・判断力・表現力）と合致して
いることから、学習指導要領に示された。しかし、
特別支援学校では、他の学校種以上に従来の教育
課程である生活単元学習を中心に、この学び方の
教育実践は推進されてきていたのである。
このため、特別支援教育に携わる教師はアクテ
ィブ・ラーニングが提起された背景を改めて確認
し、授業実践事例を積み重ねていくことで、将来
の児童生徒の学びの質の向上に生かしていくこと
が大切である。
【学部ＨＰから転載】

長年教職員、学生に親しまれて
きた南門向かいの「味の更科屋」
が４月いっぱいで閉店しました。
時の流れは止めようがなく、さ
みしくもあります。手形陸橋通
りはラーメン通りになりつつあ
ります。
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地域と学校の関係性を考える公開シンポジウムを開催
7 月 6 日（土）～7 日（日）に、秋田大学手形キ
ャンパスにおいて日本教育政策学会第 26 回大会
が開催されました。会員 58 名、臨時会員 10 名、
非会員 25 名、合計 93 名の参加がありました。
一日目の午後に設定した公開シンポジウムは、
「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－」と題して行いま
した。会員外の方も含めて 80 名程度の参加があり
ました。秋田といえば、全国学力テストでのトッ
プレベルを維持し続けていることが会員の関心で
あるわけですが、同時に人口減少、少子高齢化も
全国トップで、地域の衰退、学校統廃合が急速に
進んでいる実態もあります。そこで、地域と学校
の関係性をテーマとしました。シンポジウムは秋
田大学教職大学院の共催、秋田県教育委員会及び
秋田市教育委員会の後援を得て実施しました。
第二次安倍政権において、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。その中、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。その一方で、「全国学力テスト」
における小中学生の学力は全国トップレベルを維
持し続けています。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養成
を目指すものです。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した。
まず、大沼一義氏（東成瀬中学校長）からは「村
の地域性を生かした教育活動の展開」と題した報
告が行われました。村の学校支援ボランティアの
登録者は約 200 名で、職員玄関横に「ふるさと交
流室」を開設し、ボランティアの休憩場所、会議場
所として活用されていることや、東成瀬小学校と
の小中連携教育として、小中の教職員で知育部、
徳育部、体育部の 3 部会による授業力向上、キバ
ナコスモス植栽などの取り組み、
「ご当地スイーツ」
を考える取り組み、全校生徒による吹奏楽活動、
近隣校との合同合唱コンクール、村内事業所での
勤労体験学習、地域学習をポスター発表して保護
者も投票し、グランプリを決定する活動など、学
校、保護者、地域が連携した活動が多種多様に展
開されていることが報告されました。
松野紳一氏（五城目小学校長）からは、
「学校と
地域との連携」と題した報告が行われました。五
城目の朝市や町内めぐり・町内探検、各種機関・企
業・団体等との連携・協働、園・小・中の連携と学

校間交流、学校支援地域本部事業による地域コー
ディネータとの情報交換・共有、地域人材の活用、
山内番楽や町内盆踊り、七夕まつりなどの地域行
事・文化を継承する活動など、様々な活動に取り
組んでいることが報告されました。
石沢真貴氏（秋田大学）からは「秋田における地
域コミュニティの現状と課題」と題する報告が行
われました。秋田の高齢化、人口減少が全国一で
進んでいること、同時に世帯の高齢化・小規模化
が進み、その変化が家族機能の低下、集落機能の
低下へと連動していること、コミュニティ政策が
「ものによる支援」から「人による支援」へと変化
し、住民参加・自治による地域づくりの促進へと
変化していること、秋田でも「あきた元気ムラづ
くり推進事業」などが展開されていること、そし
て湯沢市内町御屋敷集落の実例を取り上げ、学生
が参加する中で、地域コミュニティが変化してい
ったことが紹介されました。
梅澤収氏（静岡大学）からは「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－」と題した報告が行われました。ESD
for SDGs の枠組みで学校と教師のあり方を問い
直し、今後の改革の実践を行っていくこと、その
ための大学・教員養成の役割や改革の方向性を追
究すること、21 世紀型学力と global citizenship
を育成するために学校と教師をどのように改革し
ていくかという視点から、地域・学校づくりと教
員養成・大学改革の現状、ESD for SDGs の政策
状況と取組・活動の現状、地域・学校改革における
大学の役割が述べられました。その中で、新たに
提起されている「agency」論が鍵となることが指
摘されました。
協議では、フロアから出された質問に対して各
報告者が応えるところで時間が尽きてしまいまし
たが、秋田の学力の高さへの注目の一方で、地域
と学校と関係性を強化する取り組みも注目すべき
点として認識されたのではないかと思います。
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【文責：佐藤修司】

教職大学院のスタート－学部の歴史をたどる⑭
大学院教育学研究科の改組は、遡れば、1998 年
発足の教育文化学部の卒業生が出る 2002 年度発
足を目指した「教育文化研究科」への改組案が最
初かもしれません。寺井学部長時代に相談のため
文科省を訪問しましたが（私も同行しました）、大
学院にも「新課程」を作る気なのかと言われ、頓挫
してしまいます。その後、2010 年前後には、
〇現職院生の入学者の減少（教員の年齢構成の偏
りから大学院入学を希望しそうな年代層の教員
が圧倒的に少なくなります）
〇秋田県の教員採用試験が厳しくなる中、教員を
目指す学生自体が少なくなり、大学院入学を希
望する学部卒者が少なくなり、定員充足率が７
割台に落ち込む
〇加えて、
学部改組以前の教員養成課程卒業者 240
名が 100 名まで、半分以下になった影響
〇定員削減等で、大学設置基準上の、教科毎の必
要教員数を確保できなくなってきた
ことなどから、教育学研究科の定員削減などを文
科省に相談しに行きますが、民主党政権の教員養
成修士化構想もあって、文科省は判断を保留した
ままでした。
そのような中、新体制の教育文化学部が 2014 年
にスタートしました。理工学部、国際資源学部も
同時スタートですので、理工学研究科、国際資源
学研究科の発足は、新学部入学生が学部を卒業す
る翌年の 2018 年 4 月の予定でした。ところが、国
際資源学研究科の発足を早めるよう求める文科省
の意向などがあったのか、2016 年発足を目指すこ
とになりました。
教職大学院の制度は 2008 年から 2010 年までに
国立で１９校（北海道、宮城、山形、群馬、東京、
山梨、静岡、岐阜、愛知、奈良、京都、福井、上越、
兵庫、岡山、鳴門、福岡、長崎、宮崎）に設置され
ました。他のところが教職大学院設置に躊躇した
理由は、
〇法科大学院に見られるように入学者が確保でき
ないと廃止される可能性があること
〇実務家教員を確保しなければならず、そのため
の教員定員の確保が困難であること
〇5 年ごとの認証評価の受審の経済的、時間的負
担があること
〇現職院生、学卒院生、双方の入学者の量と質の
確保と、学卒院生の教員就職率を 9 割以上にす
る必要があること
〇研究に重点を置いていた修士課程の時とは違い、
専門職学位課程は実践力の形成が中心であり、
授業等の対応がすぐには困難であること
などがあげられるでしょう。

民主党政権時代の 2012 年中教審答申では、教員
養成の修士化の方針が出されました。そして、教
員免許を、専門・一般・基礎免許状の三段階とし
て、学部レベルを基礎免許、修士レベルを一般免
許にし、教員養成を学部・修士一貫の 5 年制ない
し 6 年制にすることが目指されていたのです。専
門免許状は、教職経験 10 年以上などのベテランが
取得するものとされていました。ただ、この案の
場合、
〇1 年ないし 2 年の延長分増える学生数や授業数
に必要な施設・設備や教職員の確保が困難であ
ること。
〇教員養成系大学・学部以外の一般の学部、私立
大学の教職課程にとっては特に対応が困難であ
ること。
〇教師になるために必要な費用、年数が増大する
ことで、有能な若者が教師を目指さなくなる危
険があること。
（6 年制になった薬学部の例）
などの危惧がありました。直後、自公政権に戻っ
て、教員養成の修士化は頓挫することになります。
そして、出てきたのが、教職大学院の全国設置で
す。2013 年の国立大学のミッションの再定義にお
いて、教員養成系大学・学部は、新課程廃止と教職
大学院設置が求められることになりました。
2015 年に大阪、宇都宮、2016 年に秋田、岩手、
茨城、埼玉、千葉、新潟、富山、金沢、信州、和歌
山、島根、広島、山口、香川、愛媛、佐賀、大分、
琉球、2017 年に弘前、福島、横浜、三重、滋賀、
鹿児島、2018 年に高知に設置され、鳥取を除きほ
ぼ全国化しました。鳥取大学は 2004 年に教育学部
から地域学部に改組されていて、その際に、教員
養成は島根大学に統合して、なくなったことにな
っています。ただし、地域学部は小学校や中高、特
支、幼稚園・保育士などの免許、資格を希望者には
出し続けていますし、附属学校園も大学附属とし
て存続しています。
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【文責：佐藤修司】

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。

－10－

