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平成29年度版

算数・数学や理科を専門とする教師をめざす皆さんへ
理数教育コース主任 石井照久
秋田大学教育文化学部は，創設時の昭和26年第一回卒業生から，
小・中・高校において算数・数学教育および理科教育に携わる多くの
優秀な教員を輩出してきました。
科学・技術に関する教育の重要性が再認識されるなか，平成26年度
からは，専門的知識や観察・実験のスキルを身につけた教員の養成を
おこなう理数教育コースを新設しました。
算数・数学，理科の教育能力と研究能力に優れたスタッフを揃え，
少人数授業による実践的授業を展開しています。この小冊子では，理
数教育コースの人材育成の方針，平成29年度入学者の様子，専任教員
からのメッセージや研究を紹介します。
理数教育コースの入学者には，秋田県内外の教育現場が求める専門
性の高い理数系教員となると同時に，自然科学を愛し，人間性豊かで，
子どもたちに慕われる教員となることを目指し，指導にあたります。
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理数教育コース3つの特徴

秋田は，児童生徒の
教育実践力が
身につきます。

理科や算数・数
学の力と指導力を強化でき
ます。

で，理科や算数・数
学の好きな子どもを育てる秘
訣がわかります。
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理数教育コース新入生の半年間

平成２９年４月。理数教育コースの４期生となる新入生を迎
えました。ここでは，新入生の半年間の活動の中からご紹介
します。
新入生は入学するとすぐに「初年次ゼミ」という科目を履修
します。この科目では自分の将来の目標をはっきりと見定め
るために，「教師とは何か？」「どのような仕事をするのか？」，
さらには「教育とは何か？」などといった問題と真剣に向き合
います。
また，前期の後半では，理科や数学の教養を深めることを
テーマにグループ研究を行いました。
理科志望と数学志望の学生に別れてグループを作り，科学
や数学の発展についてのこれまでとこれからについて調査・
研究を行いました。
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新入生オリエンテーションでは，秋田市太平山自然学習センター
「まんたらめ」で飯ごう炊飯など野外活動を行いました。また，そ
の後，仁別森林博物館を訪れ，施設の見学と森の散策を行い，自然
の素晴らしさを満喫しました。

バーベキュー（野外活動実践）

仁別森林博物館での学習
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学校教育課程 理数教育コース
のコンセプト
地域の教育と人々の成長・発達を支え，理科・数学教育における諸課題への対応力，解決力を
有している人材を養成する

期待される効果

人材養成の目的を達成するた
めの方策

必要とされる
理由
・児童生徒の理科・数学嫌い，
理数でのつまずきを防ぐこと
が我が国の教育上の大きな
課題
・秋田県での理科・数学教育
の向上の必要性
↓
理科や算数・数学に関し
種々の実験・工夫を通じて，
児童生徒が興味・ 関心，理
解力を高めることのできる教
員の養成

日本のもの作り力を支える，
文化，技術，知識の伝承の
低下への懸念

代数学，幾何学，
解析学，確率・統
計の数学の各領
域，あるいは物理，
化学，生物，地学
の各科目につい
て，数学的あるい
は科学的な見方
や考え方を児童
生徒に指導でき
る 中 学 校教 員 及
び小学校教員の
養成

理数系教科の学
習内容が日常生
活にどのように関
わっているかを児
童生徒に 気づか
せ，学習内容へ
の 興 味 関 心を 高
め，学びがい，学
ぶ楽しみを感じら
れる授業をデザイ
ンできる能力の育
成

-6-

教育課程と学
問領域を関
連つけた内
容をもつ科目
の配置とカリ
キュラム構成

①全国トップク
ラスの学力を
支 え た 実 践知
の継承

②教育現場や
地域社会の課
題解決を担う
人材の育成
ＩＣＴ に つ いて
の実践的な講
義・演習

附属学校園で
の教育実習の
充実

地域文化学
科の地域環
境関連科目と
の共有

③教育水準の
全県的な向上
と「教員養成秋
田モデル」発信
による全国へ
の波及

④地域に住む
人々に活力を
与え，教育文
化学部と地域
が共に発展

教員からのメッセージ
【理科専攻担当】
物理：林 正彦

化学：岩田 吉弘

化学：清野 秀岳

専門：物性物理学，超伝導理論
授業科目：物理学概論，量子力学

専門：無機・分析化学，化学教育
授業科目：基礎化学，地球環境と
化学元素

専門：有機化学
授業科目：化学Ⅱ（有機化学），
環境化学

物理学は，自然界に起きる様々な
現象を数学という「ことば」で理解す
る学問です。私は，超伝導という固
体電子が極低温で示す現象の研究
を行っています。夢は「室温超伝導」
の実現です（！）。たとえ小さなことで
も，自分の力で理解できたときの喜
びはすばらしいものです。高校まで
の勉強で培ったサイエンス力に磨き
をかけて，新しい物理の世界に挑戦
してくれる学生さんを歓迎します。

食物連鎖での化学元素の生物濃
縮を研究しています。対象は海産生
物に含まれる無機元素です。実験室
で様々なプランクトンを培養し，化学
元素の量や分布を，最新鋭の粒子
加速器を使って測定し，移動や濃縮
率など調べています。授業は，化学
の基礎から，無機物質の性質の授業
を担当します。実験は，パソコンとセ
ンサーを積極的に取り入れ，基礎か
ら発展的内容の授業力を高める取り
組みをしています。

私が化学研究の道に進んだのは，
高校時代に化学の先生から影響を
受けてのことです。故郷の秋田から
長らく離れていましたが，本学部で
教育にあたるため，2013年に戻って
きました。生徒の将来に好影響を与
え る理 科 教 員 を 育 て て 行 きた いと
思っています。専門は有機化学です
が，他の分野にも取り組んでいます
ので，広く学びたい人も深く学びた
い人もじっくりと取り組めます。特に
実験が好きな人，大歓迎です。

生物：河又 邦彦

生物：石井 照久

専門：生物学
授業科目：生物学概論，基礎生物
実験

専門：生物学・生物学教育
授業科目：基礎生物，生物Ⅰ（発
生・遺伝）

生物は暗記科目ではありません。
数学と同じように論理的に考えること
が重要です。考える習慣を身につけ
るには，多くの実験，実習をこなすこ
とが大切です。実験は与えられた手
順方法に従って進めるのではなく，
課題の解決に向けて自分で実験を
デザインできるようになりましょう。実
験の中で新たな疑問がわいてくるで
しょう。さらにそれを解決する実験を
デザインしながら進んでいきます。

あまり目立たない生き物が好きです。
現在，トウホクサンショウウオ，キン
ギョ，カイミジンコ，などを飼育してい
ます。その他にも，カイメン，ヒドラ，コ
ケムシ，ウドンゲ，クマムシ，ホヤなど
を飼育します。これらの動物を対象
に野外での様子から場合によっては
DNAを研究しています。また環境ホ
ルモン，生物教材開発，解剖教材，
食・食育にも興味があります。生き物
好きで先生希望の人，大歓迎です。

-7-

教員からのメッセージ
【理科専攻担当】
地学：林 信太郎

地学：本谷 研

理科教育：川村 教一

専門：地質学・鉱物学，地球教育
授業科目：自然災害と防災教育，
地学概論

専門：気象学
授業科目：地学概論，基礎地学実
験

専門：理科教育学
授業科目：理科教育学，初等理科
教育学

地球科学は，「環境」と「災害」という
面で大きな関わりがあります。災害大
国日本で安全に暮らすためには大
地の変化について正しい知識を持
つ事が基本です。授業では，地球の
歴史や岩石・鉱物の話，火山噴火や
地震などについてお話しします。ま
た，年間10数回の小中学校への出
前授業で学んだ，難しい内容をわか
りやすく説明する技術を，教師の卵
のみなさんに伝えていきたいと思い
ます。

「気象」というと皆さんは何を連想し
ますか？「天気予報？」・・・それだけ
ではないのです！例えば，毎年の雪
の降り方の違いとか，樹氷の出来方
とか，田沢湖がなぜ凍らないか？…
などといった問題だって，とても面白
い研究テーマです！当研究室では
主にこうした『地表面に近い気象学』
に取り組んでいます。自然現象を理
解しようという熱いココロ(＋意欲と責
任感)と数物系の基礎学力さえあれ
ば誰にでも取り組める研究分野です
ので，興味のある方は是非どうぞ！

私は，大学生には理科の教員免許
を取るための講義を行なっています。
また，大学院生には，日本の理科教
育における現代的な課題の解決に
向けた研究の指導をしています。秋
田県には，児童生徒を育む豊かな自
然環境があります。また，これまで優
れた教育実践を積み重ねてきた理
科の先生方が大勢おられます。この
ような秋田県で理科教育学を研究す
ることのうれしさを実感しています。

理科教育：田口 瑞穂

専門：理科教育学
授業科目：理科教育学演習Ⅰ～Ⅳ
理科内容学，初等科学
児童生徒の科学的な見方や考え
方を育成するにはどのような授業構
成や観察・実験が効果的か，理科に
対する興味や関心を高めるための効
果的な手段を研究しています。また，
理科や科学の楽しさと魅力を，たくさ
んの人に伝えています。私も科学が
好きだ，という人は是非おいでくださ
い。秋田大学OBとして，学生を全力
で応援しています。共に研究し，科
学と夢を語り合いましょう。
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教員からのメッセージ
【数学専攻担当】
数学：大内 将也

数学：原田 潤一

数学：山口 祥司

専門：代数学
授業科目：線形代数，代数学基礎

専門：解析学
授業科目：微分積分，微分方程式
入門

専門：幾何学
授業科目：初等幾何，幾何学基礎

18世紀の終わり頃, 群の概念が確
立し, 現在までに, 群と様々な数学
的対象との関係が発見され, 多くの
研究がなされています。その1つに,
概均質ベクトル空間（PV）があります。
PVとは, いくつかの多項式の共通零
点全体として表される群Gが, 表現ρ
を用いてベクトル空間Vに作用し, 殆
ど空間全体に広がる軌道をもつとき
の(G, ρ, V)のことです。私は, どの
ようなPVが存在するのかに興味をも
ち, 主に,PVの分類を行っています。

波の伝搬や熱の拡散など多くの物
理現象は偏微分方程式によって記
述されます。これら偏微分方程式を
数学的に解くことが私の研究です。
特に方程式が非線形性を持つ場合
には，その解の様子は非常に複雑と
なり，一つの方程式から多くの種類
の解が現れます。そのような解の多
様性がどのようにして現れるのかを
（相似図形に由来する）自己相似性
という観点から調べております。

現代数学にはトポロジー（位相幾何
学）という図形の特徴をその“つなが
り方”に注目して研究する分野があり
ます。私は特に私たちの住んでいる
三次元空間の“つながり方”の複雑さ
に興味をもっています。三次元の複
雑さは空間に散らばった点をひもで
結んだ時にできる“絡まったひも”の
特徴と密接に関係しています。“絡
まったひも”と三次元空間の不思議
な関係について研究しています。

数学：宇野 力

数学教育：杜 威

数学教育：佐藤 学

専門：統計数学
授業科目：確率論Ⅰ・Ⅱ，数理統
計Ⅰ・Ⅱ

専門：数学教育
専門：数学教育
授業科目：初等算数科教育学ⅠＢ， 授業科目：初等算数科教育学ⅠＡ，
和算教育論
数学科教育学

数直線上において，コインを１回投
げる毎に，表が出たら＋１，裏が出た
ら－１進むというコイン投げのランダ
ム・ウォークに関する問題は確率論
史にも登場します。このランダム・
ウォークを停止させる制約条件のこと
を停止規則といいます。この停止規
則に関する性質を色々と調べ，得ら
れた性質を統計学における推定や
検定などの問題へ応用する研究（こ
れを逐次解析という）を行っています。

算数・数学の学習過程に関する研
究及び算数・数学教育課程に関する
国際比較研究を行っています。算
数・数学を学習する場合，得意・不
得意などの違いはありますが，そこに
個々人の個性が関わっており，得意
でないものの場合，その個性を確認
した上適切な援助を考えることは算
数・数学の学習過程に関する研究の
仕事です。算数・数学教育課程に関
する国際比較研究においては，学習
の内容など諸外国の小・中・高の算
数・数学科の実態を探っています。
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算数・数学の授業を，「発展・統合」
「学習規範」「価値」「授業研究」を分
析の視点とした研究を進めています。
また，これらの知見をもとに，発展的
に学習を展開する授業の構築や教
員養成や教員の職能成長に関する
研究も行っています。個々の児童・
生徒の学力を保障・向上することは，
教師の責務です。学生には，上記の
視点から数学教育を構造的にとらえ
るだけでなく，学び続けるプロの数学
教師であることの意味を考えてもらい
たいです。

理科専攻担当教員の業績
【物理分野】
■

林

正彦

主な著書・論文など
・Masahiko Hayashi, Yasunari Tanuma, and Kazuhiro Kuboki, J. Phys. Soc. Jpn 82, 124705 (2013) “ Theory of
Antiferromagnetic Order in High-Tc Oxides: An Approach Based on Ginzburg–Landau Expansion”.
・田中和之，林正彦，海老澤丕道著，『電子情報系の応用数学』(朝倉書店)
・ホームページアドレス：http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~hayashim
【化学分野】
■ 岩田 吉弘
主な著書・論文など
・PIXE analysis for bioaccumulation studies of trace elements, Y. Iwata, et.al., Journal of Radioanalytical and Nuclear
Chemistry, 264, 295-301, (2005)
・秋田大学高大接続テキスト「化学の基礎Q and A」秋田大学高大接続テキスト化学編集委員会(2013)
・「卓越した理科特別講師」（科学技術振興機構）
■

清野

秀岳

主な著書・論文など
・Linear Connection of Four Nitrile Molecules on the Tetraphosphine Complexes of Tungsten and Molybdenum, Q. X. Dai, H.
Seino, and Y. Mizobe, Organometallics, 33, 3652–3655 (2014).
・Catalytic functions of cubane-type M4S4 clusters, H. Seino, M. Hidai, Chemical Science, 2, 847-857 (2011).
【生物学分野】
■

河又

邦彦

主な著書・論文など
・見留，吉成，河又（2007）サイズヒストグラムによるウミホタル個体群動態の解析．ベントス学会誌 62:3-8.
・河又，杉山，丸山，冨田，江戸，武田，新田（2013）トミヨ保護池におけるトミヨ属Pungitius淡水型と雄物型の交雑.秋田大学教
育文化学部研究紀要68:31−36.
■

石井

照久

主な著書・論文など
・石井照久・鈴木愛萌・田中隼人（2017）秋田県八郎潟に生息する淡水産カイミジンコ類の分布・産出の初報告．秋田大学教育
文化学部研究紀要自然科学 72：1－7．
・石井照久・大澤佳奈・羽田麻里子（2014）秋田県八郎潟に生息する2種の淡水産単体ヒドラ（チクビヒドラとヤマトヒドラ）につい
て．秋田大学教育文化学部研究紀要自然科学 69：113－120．
・石井照久・菅原麻有（2010）秋田県における市町村のシンボル生物の変遷とその教育利用．秋田大学教育文化学部教育実践
研究紀要 32：125-133．
・「卓越した理科特別講師」（科学技術振興機構）
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理科専攻担当教員の業績
【地学分野】
■

林

信太郎

主な著書・論文など
・林信太郎(2009)『東国旅行談』巻之五に見える恐山の「火」の記録. 歴史地震,24, 49-52.
・鈴木洋平,佐々木修一,林 信太郎(2009)地すべりシミュレーション装置「ユレオ」の開発と防災教育─小学校６年生「大地のつく
りと変化」における実感を伴った理解を目指して─. 東北地域災害科学研究45, 235-240.
・「卓越した理科特別講師」（科学技術振興機構），全国読書感想文コンクール課題図書「世界一おいしい火山の本」，第54回サ
ンケイ児童文化出版賞ニッポン放送賞
■

本谷

研

・Motoya, K., T. Yamazaki, N. Yasuda, 2001: Evaluating the Spatial and Temporal Distribution of Snow Accumulation,
Snowmelts and Discharge in a Multi basin Scale: An Application to the Tohoku Region, Japan, Hydrol. Process. 15, 2101-2129.
・本谷 研，2008: 東北地方における積雪水量の27年平均値と豪雪・寡雪，雪氷，70(6), 561-570．
【理科教育分野】
■

川村

教一

主な著書・論文など
・川村教一ほか（2011），高校生の遠地津波に関する認識：2010年チリ地震津波を例としたアンケート調査から，地学教育，第64
巻，第5･6号，163-177．
・川村教一（2011），高校生の地学教育への期待と研究者による地学授業の指針（2011），日本第四紀学会．第四紀研究，50別
冊，S105-S112．
・日本第四紀学会論文賞（平成13年），日本地学教育学会学術奨励賞教育実践優秀賞（平成17年），第55回読売教育賞理科
教育部門最優秀賞（平成18年），香川県教育委員会教育長表彰（平成20年），平成28年度科学技術分野（理解増進部門）文部
科学大臣表彰受賞（2016年）ほか
研究室ホームページURL http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~norihito/
■

田口

瑞穂

主な著書・論文など
・田口瑞穂，川村教一（2013）小学校理科における河川および地層の野外観察学習指導の問題点 : 秋田県内の教員向けアン
ケート調査より．秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要35: 15-29.
・田口瑞穂，藤田静作（2010）子ども達の感性を耕す科学教育 －センス・オブ・ワンダーの喚起を志向して－．秋田大学教育文
化学部研究紀要. 教育科学65: 39-47
・第７回教育実践・宮城教育大学賞（2013）
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数学専攻担当教員の業績
【数学分野】
■

大内

将也

主な著書・論文など
・Masaya Ouchi, Mchio Hamada, Tatsuo Kimura (2012). On prehomogeneity of a rank variety. Proc. Amer. Math. Soc., vol
140, no 12, pp4127-4129.
・Masaya Ouchi．A note on a structure theorem for prehomogeneous vector spaces，to appear in Fixed Point Theory．
■ 原田 潤一
主な著書・論文など
・Junichi Harada (2015). Blow-up behavior of solutions to the heat equation with nonlinear boundary conditions.
Advances in Differential Equations. vol 20, issue 1-2, pp. 23-76.
・Junichi Harada (2016). Blowup profile for a complex valued semilinear heat equation.
Journal of Functional Analysis. vol. 270, issue 11, pp. 4213-4255.
■ 山口 祥司
主な著書・論文など
・Yoshikazu Yamaguchi (2016). Twisted Alexander polynomials, character varieties and Reidemeister torsions of double
branched covers. Topology and its Applications, vol. 204, pp. 278—305.
・Yoshikazu Yamaguchi (2017). A surgery formula for the asymptotics of the higher-dimensional Reidemeister torsion and
Seifert fibered spaces. Indiana University Mathematics Journal, vol. 66, no. 2, pp. 463—493.
■ 宇野 力
主な著書・論文など
・Chikara Uno and Eiichi Isogai (2013). Higher than second order approximations for sequential point estimation by a two-stage
procedure. Statistics, vol. 47, no. 2, pp. 306-316.
•Chikara Uno (2013). Asymptotic theory for a two-stage procedure in sequential interval estimation of a normal mean.
Statistics and Probability Letters, vol. 83, no. 5, pp. 1420-1423.
【数学教育分野】
■

杜

威

主な著書・論文など
・杜威（2006），代数的思考における認知過程と指導への示唆，日本数学教育学会YEARBOOK第6号，107-116.
・杜威（2012），中国の義務教育新数学教育課程，日本数学教育学会誌第94巻第3号数学教育66-2，26-30.
■

佐藤

学

主な著書・論文など
・佐藤学・重松敬一・赤井利行・杜威・新木伸次・椎名美穂子（2017），数学教育における教材開発の研究V－発展的に考える
授業の展開を視点にした小学校算数第6学年「扇形の面積」の考察－，秋田大学教育文化学部研究紀要・教育科学，72巻，
33-39
・佐藤学・重松敬一・赤井利行・杜威・新木伸次・椎名美穂子（2017），発展的に考える授業展開の研究－発見的発展の視点－，
東北数学教育学会年報，48号，34-44
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