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心理実践コースの学び 
 

心理実践コース 4年次 吉田 楓 

 私は、秋田大学 教育文化学部 地域文化学科 

心理実践コースに所属しています。将来は公認心

理師の資格を取得し、心理職に就くために、仲間

と共に勉強や研究に励んでいます。これから心理

実践コースについて紹介していきます。 

このコース

では、「認定心

理士」の資格

を取得するこ

とができます。

また、「臨床心

理士」の資格

取得に必要な

大学院を目指

すための基礎知識や技術を習得することができま

す。さらに、国家資格である「公認心理師」を取得

するための科目にも対応しています。 

心理実践コースの特徴は、人間の「こころ」に関

心を寄せ、心理学の幅広い領域について基礎的な

理論や、実験・統計法・面接の基本技法などを体系

的に学び、それらを応用できる力を育てることが

できることです。また、実習など、様々な人々との

コミュニケーションや協働といった「体験」を通

じて、心理学的援助を必要とする人々を理解する

姿勢を身につけることができます。 

正直に言うと、レポートや課題は、とても大変

なものが多く、何度も挫折しそうになりました。

しかし、今考えてみると、努力したほど自分の知

識や技術になっていることが分かり、「先生方は

このためにこのようなレポートや課題を出したん

だ」と、先生方の意図を理解する事ができました。 

心理実践の先生方は、分からないことを聞きに行

った時に、１つ聞いたことに対してそれ以上の答

えを返して下さる先生方ばかりだと感じています。

私は大学院に進みますが、これから高度な授業や

実践を行っていくにあたって、先生方の手厚いサ

ポートが受けられたことは、とてもありがたかっ

たですし、自分にとって大切なものになりました。 

学年が進むと、実験の授業が多くなるのですが、

その中で、様々な意見を交わしたり、互いにアド

バイスしたりなど、仲間と協力する機会が増えた

おかげで、さらに仲良くなることができたと感じ

ています。また、分からないところがあった時に

は、心理を専攻している先輩方に聞いて、アドバ

イスをいただけることができました。 

以上のように、心理実践コースでは、先生方の

レベルの高く、手厚い指導で、理論や技法を学べ

る事ができるところ、先生方や縦、横のつながり

を大切にできるところが魅力です。 

 
 

心理実践コース 4年次 冨谷 咲和 

私は現在、教育文化学部地域文化学科地域社会

コース心理実践領域（現・心理実践コース）に所属

しています。私が心理実践コースを選んだ理由と

しては、将来臨床心理士や公認心理師などの心理

専門職に就きたいと考えていたということがあり

ました。授業は「心理専門職とは何なのか？そも

そも心とは何か？」について先生方が一から教え

てくださるので、将来自分働いている姿をイメー

ジしながら授業を受けることが出来ます。また、

先生方が臨床の場で体験したことについて授業中

にお話ししてくれますので、教科書や参考書には

書いていないようなことを聞くことができて、授

業の内容はとても濃いように思います。実際に私
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は、現在授業の内容や先生方のお話を踏まえて、

自分が将来つきたい職域を決めました。 

 心理実践コースでは、夏休み中に県内の小学校

での実習が毎年行われています。実習の内容は、

児童に心理検査を受けてもらうというものなので

すが、事前に教示の仕方を練習したり、その心理

検査から得られるデータをどのように扱うのかを

勉強してから行います。また、検査を実施するだ

けではなく、児童達と休み時間にお話ししたり一

緒に遊んだりするというように、児童とふれあう

機会もあります。私は、３年間実習に参加しまし

たが、ひとりひとりの児童について、検査結果か

ら客観的に言えること、自分がふれあってみて主

観的に感じたことを、どちらにも偏ることなく多

面的に見ていくことの大切さ、そして難しさを学

ぶことができました。 

 私は来年度から大学院へ進学し、より専門的な

ことを学び、先生方のような心理士になりたいと

考えています。しかし、必ず進学しなくても、心理

実践コースの授業は企業に就職した後も活用でき

るものがたくさんありますし(例えば、統計学な

ど)、これから生きていくうえでの手助けとなるよ

うなこともたくさん学ぶことが出来ます。「心理

学ってよく聞くけど、実際どんな感じなんだろ

う？」と少しでも興味のある方は、心理実践コー

スの授業をおすすめします。 

 

 

 

フィンランドへの留学を体験して 
 

地域社会コース 3年 石塚 光里 

 

こんにちは。教育文化学部、地域文化学科に所

属しています、石塚光里です。私は、フィンランド

に一年間留学をしました。私の留学は、トビタテ！

日本代表プログラムから奨学金を頂き、ラップラ

ンド応用科学大学への交換留学とボランティアの

組み合わせでした。フィンランドといえば、ムー

ミン、マリメッコで有名ですが、たくさんの湖と

広大な森が特徴的です。私がいたところは、ケミ

とロヴェニエミで、特に自然豊かな場所でした。 

私は、独居高齢者と地域がつながるためには何

が必要なのかを発見するために留学をしました。

授業は、グループワークが多く、自己で結論を導

き、発言することが求められました。ボランティ

アでは高齢者施設での研修、高齢者への日本文化

のワークショップ開催などを行いました。私が留

学に行き最も良かった点は、素敵な人に出会うこ

とができたことです。この出会いから、人の温か

み、日本的考えかたから離れた価値観で物事を見

る力を得ました。 

留学を、お金が必要、就活に悪影響が出るなど

の理由で諦める人が多いと思います。しかし私は、

このような留学選択時のたくさんの心配事、現地

で苦労した事実を含め、留学に行って良かったと

言うことができます。「人生は風のように過ぎて

いく、好きなことをしなさい」これは、フィンラン

ドの高齢者が私に捧げてくださった詞です。皆さ

んが、好きだと思うことを、いつまでも、どんなと

きでも実現できますように。
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第６（2019－20）期学生協議会の学生委員を委嘱 
 

 11 月 19 日

（火）、3 号館

150 教室にて、

第 6期学生協議

会の学生委員

に対して学部

長から辞令交

付が行われま

した。学生委員

は以下の 33 名

ですが、都合つ

かない人もい

て、21名が出席

しました。 

 その後の懇

談会には 8名の

学生委員の参

加しました。出

た意見の主な

ものを以下に

挙げておきま

す。 

○あつこ弁当の

回収箱がない。

（⇒生協対応） 

○コプリカが使

えない自販機

がある。（⇒生

協対応） 

○トイレ以外の

手洗い場が少ない。 

○石けんが置いていない。 

○建物入り口が 11時よりも早く閉まってしまうこ

とがある。 

○実習や集中講義が多くて、夏休みが短い。 

○図書館の可能貸出冊数が 5 冊と少なく、絵など

が多い本は冊数を増やして欲しい。 

○ホウキ、ちりとりなど、掃除のための道具をもっ

とそろえて学生室などに置いてほしい。 

○教室でマイクの電波が届かないなど、マイクが

使いづらい大教室がある。 
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アルヴェでテクノフェスタを開催 
 

技術部総括技術長 成田堅悦 

 去る 11 月 3 日（日）秋田拠点センターアルヴェ

1 階きらめき広場にて「秋田大学総合技術部第 11

回テクノフェスタ 2019」が開催されました。テク

ノフェスタは、大学の社会貢献活動の一つとして

技術系職員が教育研究活動の技術支援を担う中で

日ごろ磨いてきた専門的な知識・技術を地域に公

開することを目的に実施しているものです。なお

今回の「チラシ（おもて）」のデザインは教育文化

学部技術部の担当で小林到技術長が作成しました。 

今回各部局技術部から 11 の企画（内容について

は「チラシ（うら）」を参照ください）を実施し、

教育文化学部技術部からは「lightbot（らいとぼっ

と）でプログラミングしよう！」と題した企画を

行いました。企画の内容は、来年度から小学校で

プログラミング教育が必修化されるため、プログ

ラミング的思考が養える教材を準備しました。（無

料アプリ版の「lightbot:Code Hour」をインストー

ルした iPad を用いた。アプリの内容は、アイコン

化されたコマンドを並べてロボットを操作し指定

されたマス目のランプを点けると次に進める。8個

のステージをクリアすると終了。）時々雨が降るす

っきりしない天候でさらには 3 連休の中日という

日取りのためか昨年の半分程度の 216 人の来場者

があり、我々の企画には 82 人の参加がありまし

た。未就学児からご高齢の方まで幅広い年齢の方

に体験いただきました。参加者の中には他の企画

を回った後、続きのより難しいステージに挑戦す

る方も数名いた。何度か失敗をしてクリアできた

時の達成感が「うれしい」、「気持ちがよい」と喜ん

でいた方や、幼い参加者が自分の力でステージを

クリアしていく姿に、保護者が驚いている姿が印

象的だった。 

今回の企

画がプログ

ラミング教

育に興味を

持つきっか

け作りがで

きたのでは

ないかと思

った。 

lightbot 

謝辞：この企画を実施するにあたって教職大学院

で使用している iPad（平成 30 年度 教員の資質向

上のための研修プログラム開発支援事業）8 台を

お借りして使用しました。快くお貸しいただいた

大学院関係者ならびに田仲誠祐教授に感謝いたし

ます。 

 
チラシ（おもて） 

  
チラシ（うら） 
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会場風景 

 
操作の様子

 

 

晩秋のキャンパス 
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【研究紹介】   

家庭科教育と消費者教育 
 

教育実践講座 堀江さおり 

１.家庭科とは 

 家庭科は、戦後の教育改革の中誕生した教科で

す。男女が協力して民主的な家庭を築くために必

要な事柄を学習するとし、小学校で男女共修かつ

必修で進められることになりました。確かに、戦

前の日本にも現在の家庭科に似た教科、家事科や

裁縫科などが設けられていましたが、女子のみが

学び、もっぱら良妻賢母を育てることを主とした

教育が行われていました。 

 戦後の家庭科が、「家事・裁縫科ではない」「女子

のみの必修ではない」「単なる技能教科ではない」

という 3 つのことを否定し、男女ともに家庭生活

に必要となる資質・能力の獲得を目指した指導を

進めようとしたのは、画期的なことでした。 

中学校や高校では、女子のみ必修であったり、男

女で学習する内容が異なったりする時期もありま

したが、平成元年の学習指導要領改訂以降、小学

校から高校まで、すべての児童生徒が家庭科を学

ぶ機会を保障されています。 

 

２.家庭科の教科としての意義 

 いろいろな考え方がありますが、家庭生活を客

観的に学ぶことで、個人の生活だけでなく社会を

支える力を得られるところにあると思います。家

庭科は他の教科等と異なり、個人の利益、つまり、

よりよい生活をめざすことを追求する学習内容が

たくさん盛り込まれています。家庭生活を問題な

く送ることができれば、社会で活躍する可能性を

広げることに繋がっていくといえるのではないで

しょうか。 

 

３.消費者教育とは 

 人は生まれてから死ぬまで、消費者です。家庭

生活は消費の積み重ねで、消費無くして語ること

はできません。家庭生活を学ぶことと同様に消費

することを学ぶことも、よりよい生活を実現する

ために必要となっています。 

日本では戦後の消費者運動をきっかけに、行政主

導の啓発活動を主とした消費者教育が行われてき

ました。消費者の身体生命・財産を脅かす消費者

トラブルから消費を救済することやそれらのトラ

ブルの未然防止等を目的として進められています。 

 平成 24 年に消費者教育推進法の施行をきっか

けに、消費者教育の定義が整えられ、行政には家

庭、学校、職場などで生涯にわたって消費者教育

の学習の機会を設けること、消費者には生涯にわ

たって学び続けることが求められるようになりま

した。 

 

４.家庭科における消費生活分野の学習内容 

 家庭科における消費生活分野の学習は、時代の

要請を受け、大きく変化する部分が多くあります。

平成 29年 3月に告示された学習指導要領では、自

分で自分の生活を守る、知識を使いこなしその結

果にも責任持つといった「消費者であること」を

自覚させる・意識させる内容が追加・強化されて

います。例えば、小学校では、買い物仕組みを通し

て消費者としての役割、消費者の義務や権利を考

えさせる、中学校・高校では、具体的な事例を通し

て消費者として望ましいあり方を考えさせるよう

な問題解決型の学習を取り入れる等です。背景に

は、小学生でゲームの課金による高額な支払を伴

う契約トラブルの増加や、インターネット等を使

った無店舗販売利用者の低年齢化等、これまでと

は異なる消費をする子どもたちが増えているとい

った事情もあります。 

 

５.家庭科に求められていること 

 生活環境や社会情勢が目まぐるしく変化する中、

これまで以上に現実の生活にきちんと向き合い、

生活主体として積極的に自分の生活にかかわり、

考え・行動できる力を育成することが求められて

いると思います。また、予測不能な将来であって

も、できる限りリアルに生活をとらえ、現在の生

活に対する考え・行動を応用できるように工夫す

ることも求められていると思います。 

 

６.私の研究テーマ 

 以上を踏まえ、３つのテーマを掲げて研究を進

めています。 

 １つ目は、「指導力のある家庭科教員の養成」で

す。教えるプロフェッショナルとしての自覚と専

門性を持った教員を育てる工夫を検討しています。

家庭科で扱う家庭生活は誰もが当たり前に経験し

ていることです。当たり前に経験していることだ

からこそ、自分自身の経験を主に考えてしまいが

ちです。家庭科が教科として設けられている以上、

専門的な知識に裏付けられた指導を行い、具体的

な教材として自分自身を活用できるような教員で

あることが望ましいと考えています。また、指導

対象の実態や将来を見据え必要な指導が検討でき

る教員であることも望ましいと考えています。 

－6－



 

 ２つ目は、「家庭科における消費者教育の効果的

な実施」です。家庭科は「Home economics」と訳さ

れます。「economics」という言葉が含まれている

ことからも、家庭生活を経済活動の側面から捉え

なおした学習展開を検討しています。現在の家庭

生活が家庭内で作るよりも消費することが主とな

っていることを踏まえると、消費する等の経済活

動の側面から家庭科をとらえなおすことに意義が

あると考えています。 

 ３つ目は、「地域と連携した家庭科教育・消費者

教育の実施」です。生活するということは、その地

域に根を下ろしていくということになります。一

口に家庭生活といっても、地域によって必要な事

柄は少しずつ異なっています。そのため、地域の

実態を踏まえながら、地域の人・モノ・コトといっ

た資源を有効活用した指導方法を検討しています。 
【学部ＨＰから転載】

 

 

同窓会のこれまでとこれから－学部の歴史をたどる⑱

教育文化学部の同窓会は「旭水会」（きょくすい

かい）です。 

教育文化学部２号館脇に小さな広場があります。

これは、旭水会の創立 100 周年を記念して、旭水

会が緑化計画を立て、募金等によって作られ寄付

されたシンボルゾーン「旭水苑」です。設計は横山

智也教授（当時）が担当しました。学生の広場とし

て親しめるようにモニュメントと一体化した環境

を構成し、音と光と色の調和したシンボルゾーン

を造設することが目指されました。 

1988 年 9 月

に完成した

モニュメン

トは筑波大

学の三田村

畯右氏によ

るものです。

御影石（茨城

の稲田石）の

球体・正四面

体・正六面体

が並んでい

て、三つは１立方メートルで体積が同じになって

います。○は旭水会の「旭」つまり太陽が表され、

旭水会のシンボルマークが刻まれています。△は

秋田の山、杉、そして未来が象徴され、中央図書館

にある内藤湖南の扁額と同じ「学貴日新」の文字

が刻まれています。□は空間を表し、正面には 100

個の丸穴があいていて、過去 100年の時間を表し、

他の面の刻点は未来発展への限りない年を表して

います。 

学部のシンボルマークは、旭水会と同じものです

が、このマークは旭水会のた

めに 1988年 7月 1日に本学部

の笠原幸生教授（現名誉教授）

によって制作され、同年 10月

1 日に旭水会のシンボルマー

クとして制定されました。大

輪の旭日を背にそびえ立つ太平の峰、ここに源を

もつ旭川と太平川を表したもので、旭水会と母校

の限りない発展を併せ願ったものであるとされて

います。 

当初は、台座に「学貴日新」とともに、旭水会の

「われらの信条」が刻まれる予定だったようです。

100 周年にあたって定められたものは右のように

なっています。 

（原文のままです） 

「旭水会、われらの信条」 

一、同窓の意識を深めて母校の躍進を 

一、先人の業績を賛えて郷土の発展を 

一、世界の情勢に処して文化の創造を 

一、師道の確立を期して教育の振興を 

一、心身の錬磨に努めて実践の強化を 

 
旭水会 100周年記念モニュメント模型：三田村氏提供 

 

この 100 周年に際して、会員から募金が集めら

れ、それが学部に寄付されて、現在の「国際交流等

学術研究交流基金」となり、学生の留学などに対

する助成がなされていることになります。 

旭水会は昨年創立 130 周年の式典を開催しまし

た。その起源は、1888年に秋田県尋常師範学校第

一期卒業生が創立した「秋穂会」（しゅうすいかい）

です。秋の実りを、学校での学びの成果と重ね合

わせて命名されたのではないでしょうか。それ以

前の卒業生の同窓会と秋穂会とが並立する形にな

りますが、1895年に統合して「旭水会」となりま

す。 
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旭水会の「旭水」は旭川の別名で、旭川のほとり

に学んだ者の集まりであることを表しています。

旭川の名前は、菅江真澄が太平山の旭岳（あさひ

だけ）にちなんで名付けたものだそうです。雅名

を求めていた久保田藩士たちの意を受け九代藩主

佐竹義和が菅江真澄に命じて名付けさせたもので

す。その後も複数の呼称が併用されていましたが、

明治になって「旭川」を正式名称としたため定着

しました。このことからも、旭水会の名前には、太

平山からのぼる朝日の力強さが表現されていると

言えそうです。旭水会のロゴマークにはそのこと

がよく表れています。 

1925年、秋田青年師範学校の前身である秋田県

立実業補習学校教員養成所卒業の第二期生が、同

窓会「暁鐘会」（ぎょうしょうかい）を設立します。

この「暁鐘」をもとに、秋田大学教職大学院の通信

の名称を「暁鐘の音」（かねのね）としています。 

暁鐘は暁（あかつき）の鐘で、夜明けを知らせる

鐘のことです。さらに、新しい時代の到来を告げ

る鐘であり、また、漫然と暮らす人々の意識を呼

び覚ます鐘でもあります。 

陽明学で知られる王陽明が 48 歳、1519 年頃に

作った「睡起偶成（すいきぐうせい）」と題する詩

に暁鐘の言葉が出てくるようです。 

 

四十余年睡夢中 起向高楼撞暁鐘 

而今醒眼始朦朧 尚多昏睡正懵懵 

不知日已過亭午 縦令日暮醒猶得 

起向高楼撞暁鐘 不信人閒耳盡聾 

 

四十余年 睡夢の中 

しかして今醒眼 始めて朦朧 

知らず 日すでに亭午を過ぎしを 

起ちて 高楼に向かい暁鐘を撞く 

起ちて 高楼に向かい暁鐘を撞く 

なお多く昏睡 まさにぼうぼうたり 

たとえ日暮るるも 醒なお得ん 

信ぜず 人間の耳 ことごとく聾なるを 

 

四十数年、まるで夢を見ていたようだ 

今やっと目が覚めたが、ぼんやりとしている 

もうお昼を過ぎていることに気づかなかった 

起きて高楼に向かい、夜明けの鐘を撞く 

起きて高楼に向かい、夜明けの鐘を撞く 

まだ多くの人々は眠りこけている 

たとえ日が暮れても目覚める者は必ずいる 

人々の耳が聞こえないことはないはずだ 

 

平均寿命が 60 歳くらいの時代でしょうから、

40、50 歳といえば相当な高齢です。それでも目覚

めて道を探す、新たな取り組みを行うことに遅い

ということはない、そして、人々の啓蒙のために

あきらめず信じて一生懸命努力しようということ

でしょう。 

秋田と陽明学のつながりで言えば、吉田松陰に

も影響を与えた陽明学者で尊皇開国論者の狩野良

知（りょうち、1829-1906、秋田（大館）藩士）が

います。彼は藩校明徳館で学び、千秋公園の名付

け親でもあるそうです。長男の元吉は自由民権活

動家で、次男の亨吉は第一高等学校長、京都帝国

大学文科大学初代学長（今の文学部長）でした。そ

のような関係もあって、内藤湖南が京都帝国大学

に招聘されたのかもしれません。 

 戦後、1949年に秋田大学学芸学部が誕生するわ

けですが、その卒業生が出る前の 1951年春、旭水

会、旭水会女子部、暁鐘会、学部代表学生が集ま

り、秋田大学学芸学部同窓会設立が決定されて、

1952年に同窓会が誕生します。それ以降も、旧来

の名称がばらばらに使われていて、問題だという

ことになり、1957年になって名称が「旭水会」に

統一されました。同窓会長も、それまで学芸学部

長がなっていましたが、会員の中から選出するこ

とになります。 

現在、会員は 6000名を超え、支部は、秋田県内

に 10支部あり、他に東京支部、静岡支部、千葉支

部があります。学部卒業生で教員にならない人、

県外に出る人が増えていることから、会員数が減

少しています。改組により 1 学年 320 名程度いた

卒業生が、1998年に 290名程度になり、2014年か

らは 210 名程度になっていることも関係します。

しかし、卒業後の仕事に関わらず、また住むとこ

ろに関わらず、同じ場所で 4 年にわたり、ともに

学んだという縁は大事にしたいところです。そし

て、先輩、後輩を問わず、卒業後も助け合って成長

していくためにも、旭水会に加入しましょう。 
【文責：佐藤修司】 
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