


　昨年度から山形大学文化ホールでピクニックコンサートを行っています。これは小学生以下の子どもたちを対象
にしたもので、曲の解説や楽器紹介など、お話を交えながら進行し、子どもたちに音楽のよさや楽しさを味わって
もらうことを目的としています。
　
　プログラムの一例を紹介すると、まずはジャンケン列車などの音遊びで大学生と子どもたちが仲良くなり、次に
空気が温まったところでピアノ連弾や金管五重奏を解説付きで鑑賞します。最後はみんなで楽器を手作りして『ド
レミの歌』のアンサンブルを楽しむといったものです。そしてコンサート終了後は、大学の中庭でお弁当やおやつ
を食べるピクニックの時間です。演奏した学生も子どもの輪に交じって仲良くピクニックを楽しみます（今年のキャ
ラ弁の力作をご覧ください！）。
　今年度はフィールドプロジェクトの一環として児童教育コースと音楽芸術コースの学生が協同で取り組みまし
た。異なるコースの学生が関わりあいながら取り組むことによって、このコンサートのねらいがこれまで以上に達
成できたと考えています。
　

　幼稚園児のピクコンを担当した児童教育コースの斎藤緑さんは、「関わったことのない音楽芸術コースの人が多
く、初めは意見を出しにくいと思っていた。けれど、話しあう中で工夫できるところをどんどん見つけられて共有
できたから本番もスムーズにできた。演奏会を幼稚園の子ども向けに企画するのは初めてだったけど、いっぱい考
え合ったことを形にできてよかった。」

　同じく市川透子さんは、「事前準備は悩むことも多く大変でした。準備段階で他の授業と重なったりして参加で
きなかった日があったのが、他のメンバーに申し訳なかったです。ですが、音楽芸術コース４人、児童教育コース
２人というメンバー構成が丁度よく、最終的には子どもたちが音楽に親しみながら楽しむことができる良いコン
サートになったと思います。」
　
　プロジェクト・リーダーとして取り組んだ音楽芸術コースの加藤若菜さんは、「プロジェクト・リーダーという
立場で初めの企画段階から参加していたので苦労することもとても多かったのですが、仲間の協力に助けられまし
た。リーダーはまとめる立場であるのですが、全てを自分一人で担うのではなく、やるべきことを明確にした上で、
みんなで協力しながら進めるものだと改めて感じました。」
　
　参加した学生は、こちらの目論見以上の学びの成果を実感したようです。
　フィールドプロジェクトは学生の実践的な学びの場として極めて有意義なものとなっています。29 年度も継続
して行う計画です。学生たちの若い発想と実行力に期待します！
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音楽芸術コース 3 年の蘇武絢子（そぶあやこ）さんが、9 月 24 日に開催され
た『第 8 回東京国際声楽コンクール大学生部門』において第 3 位に入賞しま
した。本学部では同コンクール第 4 回の松浦恵さんの第 1 位入賞以来 2 人目
の上位入賞の快挙です。蘇武さんは平成 29 年 3 月 4 日に公演予定の YCM オ
ペラ「秘密の結婚」のエリゼッタ役でその美声を披露する予定です。

蘇武絢子さんが声楽コンクールで全国第 3 位

大学院地域教育文化研究科 1 年の山口杏奈（やまぐちあんな）さんが
10 月 8 日に開催された『第 83 回 NHK 学校音楽コンクール全国大会
高等学校の部』で、県立鶴岡北高等学校音楽部の伴奏ピアニストを務
め、全国 1 位（金賞）受賞に輝きました。山口さんは母校である鶴岡
北高音楽部の受賞に貢献できてうれしいと語ってくれました。

山口杏奈さんが NHK 学校音楽コンクールで
全国 1 位高校の伴奏ピアニスト

　平成 24 年度の学部改組の際に学部全学生を受講対象とした中心科目を設置し、その中に新設された「フィールド
プロジェクト」。「専門的な “ 知 ” を総合的な “ 実践 ” へとつなげ、地域社会の自律的発展に寄与しうる実践力」を培
うことを目的としています。今年度は「フィールドプロジェクト A ～ K」として 11 ものプロジェクトが開講されて
います。今号では「フィールドプロジェクト H( 地域音楽文化交流 )」を担当している児童教育コース佐川 馨教授に
授業の様子を紹介していただきます。

 

ピクニックコンサートの様子は学部の HP(http://www.e.yamagata-u.ac.jp/) でも公開されていますので是非そちらもご覧ください。

ピクニックコンサートへ、ようこそ！
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10 月より地域教育文化学部の講師として着任致しました。私はこれ
まで関東地方に暮らしておりましたので、山形の気候、街並み、人々の
生活の様子、全てが新鮮に映り、これからの新しい生活に心躍っていま
す。また、早速、学生さん達から芋煮会にお招きいただき、山形の方々
の温かさを感じております。
　私はこれまで、発達臨床心理学の分野で研究と実践を行って参りまし
た。発達臨床心理学とは、人間の生涯において生じる様々な変化とその
過程の支援を検討する学問分野です。特に私は、心理的な困難を抱え
た子ども達が良い変化をできるように支援することに関心を持っていま
す。今後は、これまで以上に研究と実践に尽力するだけではなく、子ど
も達を支援する対人援助の専門家の養成、つまり学生への教育にも力を
注ぐ所存です。これらの活動を通して、私を温かく迎えてくださった山
形に貢献したいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

1985 年生まれ。埼玉県児玉郡神川町出身。
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程心
理専攻、同 3 年制博士課程ヒューマン・ケア科学専
攻修了。博士（心理学）。筑波大学人間系特任助教を
経て 2016 年 10 月より山形大学地域教育文化学部講
師（児童教育コース）。専門は発達臨床心理学。

山形の人々の温かさに感謝して

　昨日、山形テルサで 3 日間（11/9 ～ 11）にわたり開催した日本機械学
会スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス（SHD）部門の年次大会を終え
たところです。国内外の研究者 210 名が参加してくださいました。ご協力
頂いた皆様、ありがとうございました。

ISEA は、International Sports Engineering Association の略で、スポー
ツ工学分野、世界唯一・最大の国際学会です。日本から ISEA には、主に

SHD 部門の精鋭達が参加しています（日本人研究者の ISEA 占有率は約 30%）。ISEA Fellow は、同分野における優れた業績
や学問的発展に貢献した研究者に対して贈られる称号で、世界最高の賞です。世界中のスポーツ工学研究者の投票により、
選出されます。20 年の学会史上、ISEA Fellow は世界に 4 人です。賞の性格上、2 名は既に退職されています。2016 年 7
月、なぜか、私が ISEA Fellow を受賞しました。嬉しいことですが、現在、やりたいことに対して、実力も体力も足りません。
少しでも出来ることを増やして、人々の願いに応えたいです。

瀬尾和哉教授が ISEA（国際スポーツ工学会）
                                                                                           Fellow を受賞しました

新 任 紹 介

1969 年生まれ。岐阜市出身。
1997 年筑波大学大学院博士課程工学研究科修了。1994 年より日本学術振興会特別研究員
(DC1)、1997 年山形大学教育学部講師、助教授（准教授）を経て、2012 年より現職。この間、
1998 ～ 2000 年宇宙開発事業団招聘研究員、1999 ～ 2000 年カリフォルニア大学ロサンゼルス
校で在外研究員。専門は機械工学。博士（工学）。

児童教育コース　講師

関口　雄一　SEKIGUCHI Yuichi

システム情報学コース　教授　　瀬尾　和哉　SEO Kazuya
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生活環境科学コース　教授

石井　実　ISHII Minoru

異文化交流コース　教授

佐々木　正彦　SASAKI Masahiko

山形を「ふるさと」として

在職 39 年を振り返る

着任は平成元年 4 月。28 年前になります。山形にはそれ
まで旅行で来たことがありましたので好きな街の 1 つでし
たが、知り合いは皆無でした。そんな私を暖かく迎えてくれ
た学生・同僚・職員の皆さんに心から感謝しています。

着任早々誘われた新緑の中でのソフトボール。グランド
から、まだ雪の残る山々が遠望でき、「いい処に来たな」と
感じたのを今でも鮮明に覚えています。

自分の研究室で学生を指導する喜び、様々な専門の先生
方との交流等々、総じて楽しく過ごした 28 年間でした。
　そうした中で、最も印象に残っていることの１つは、震災
があった年の秋、山形大学を修学旅行で訪れた閖上（ゆりあ
げ）小学校の皆さんと実験を楽しんだことです。実験教室が
大災害を経験した子供たちの心を癒す助けになるのなら科学
者としてこれ以上の喜びはない、と思いお引き受けしました。
　今後も、ここ山形を「ふるさと」として、地域に貢献でき
たらと思っています。

　昭和 53 年 4 月に 26 歳で講師として着任し、この 3 月に
定年退職となります。
　振り返って大変だったのは、大学の寮の問題の解決にかか
わった平成 11 年度からの 2 年間です。教員でありながら学
生と対峙する立場の辛さがありました。実にきつい仕事でし
た。もう一つは、平成 26 年 9 月から 2 年半の改組に取り組
んだ副学部長の仕事でした。まだ積み残した課題が少なくあ
りませんが、学部長代行というおまけまで付きましたがとに
かく大変でした。
　楽しかったのは何か。それは修交会です。参加しても楽し。
企画してもさらに楽しでした。置賜酒蔵巡りバス旅行、蔵王
での生ラム・ビアパーティー。間沢での山菜三昧の会。山形
舞妓との文化交流を含む料亭大広間での送別会。「幹事自ら
が楽しむ修交会」をモットーに企画していてわくわくする会
でした。遊びや息抜きこそ明日のエネルギーとなる。そう思
います。
　学部の皆様には大変お世話になりました。心より御礼申し
上げます。

1951 年生まれ。神奈川県横浜市出身。
立教大学大学院理学研究科博士後期課程単位
取得退学、理学博士。アメリカ合衆国ユタ州
立ユタ大学博士研究員を経て 1989 年山形大学
教育学部に着任。専門は無機錯体化学。ニッ
クネームは MIN もしくは、どくとーる MIN。

1952 年生まれ。宮城県加美郡色麻町出身。
宮城教育大学卒業。東北大学大学院文学研究
科英語学専攻博士後期課程中途退学。1978 年
4 月より山形大学教育学部に着任。主な論文に

「最近の語法研究の動向」『英語教育』大修館、
1996 年。専門は英語学（英語語用論）。

7 月 14 日、国際会議が開催されたデルフト工科大学で授賞式がおこなわれた ISEA( 国際ス

ポーツ工学会）Fellow を受賞されたシステム情報学コースの瀬尾和哉教授に受賞のコメン

トをいただきました。
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今号では学部の 8 つのコースのうち児童教育コース・食環境デザインコース・異文化交流コース・生活環境科学コースの 4 つのコース
のニュースを紹介いたします。

コ ー ス ト ピ ッ ク ス

童教育コース児
教職実践演習に取り組む

　児童教育コースの 4 年生は、現在、「教職実践演習」という科目に取り組ん
でいます。これは、教職課程を履修してきた学生が、教員に必要とされる資質
能力の獲得状況を確認する科目です。学生は自らの学習歴を振り返りながら、
将来教員になったときに課題となることを自覚し、不足している知識や技能を
補うことを目的に行います。

たとえば来年度から
山形県の教員となる予定の学生は、「教育課程編成論」を振り返り、
ここで学んだ知識を学校現場で活かす具体的なイメージが不足して
いる、と考えました。そこで彼らは「教育課程編成と授業のあり方」
というテーマの演習を選択しました。「中央教育審議会 これまでの
審議のまとめ」や「第 6 次山形県教育振興計画」などの国や県レベ
ルの資料から今後の教育課程のあり方について考察し、それを礎に
して県内の小学校の実際の授業を分析・検討・考察してレポートに
まとめることに取り組みました。こういった演習から、教職生活を
円滑にスタートする自信が生まれてきているようです。

　異文化交流コースでは、毎年 2 月と 10 月頃に、3 年生・4 年生を対象にした、
卒業研究発表会を行っています。学生会を主催としたものですが、全ての学生
と教員が一同に集まり、発表者は短い時間の中で発表と質疑に応じることにな
ります。3 年生にとっては来年提出する卒業論文の構想を、４年生にとっては、

骨格がほぼ固まった
論文の内容をそれぞ
れ発表します。当コ
ースは、語学・文学・
歴史・経済・哲学な
ど様々な分野の教員がいるため、当日は種々の質問が飛び交い
ます。答えに窮する学生がいる一方、貴重な意見と受け止めて、
構想を練り直したり、新知見を取り入れたりして、論文執筆に
取りかかる学生もいます。
　実は、希望の就職先に内定を勝ち取った学生から、この発表
会の体験を活かして面接等を突破した、という声をよく耳にし
ます。

卒業研究中間発表会を開催しました

文化交流コース異

平成 28 年 11 月 13 日。秋晴れの日曜日の午後、平清水にある附属農場で恒例の収穫感謝祭が開催されました。この
収穫祭は、旧教育学部時代から学生さんが代々受け継いできた長い歴史を持つ行事です。学部改組等による変遷を経て、
現在は、生活環境科学コースの授業「生活環境と栽培 A」の総まとめとして毎年秋行われています。履修学生から実行委
員会が結成され、2 年生の秋山豊久委員長を中心に、スタッフは準備に多忙な日を送りました。前日の会場の設営。当日
は朝 9 時から餅つき、料理の準備と大わらわでした。実行委員の皆さんご苦労様でした。

出口学部長の臨席を賜り、盛大な収穫祭となりました。
　式典の後、学生・教員・OB、シルバーさんを交えたなごやかな懇談が行われました。ご指導戴いた斎藤博行先生の講話、
先輩方の思い出話に耳を傾けながら、出席者一同、とても美味しい餅（納豆・きな粉・あんこ）、雑煮など、今年の収穫
物を堪能しました。

秋の収穫感謝祭を開催しました

活環境科学コース生

「食」を通した小白川地域との交流会
環境デザインコース食

　11 月 19 日 ( 土 )9 時から小白川町の東部公民館にて、この地区の食育
推進委員、食環境デザインコースの 3 年生、および同コースの教員の約
30 名で、地域交流会が開催されました。これは、学生が「食」を通して
地域にどのように貢献することができるかを学ぼうと、山形大学と小白川
地域とが連携する形で、「給食経営学実習Ⅰ・Ⅱ」の授業の一環として行
われました。学生は、食育推進委員との事前打ち合わせを数回
行い、メニューの決定、栄養価計算、食材の発注、納品、およ
び調理室の衛生管理などをしました。交流会当日、学生は食育
推進委員から、泥のついた里芋やゴボウ、および菊の処理方法
などを教えてもらい、逆に、学生は食育推進委員に、衛生的な
食材の扱い方やクッキーの作り方などを伝え、世代を超えて和
気あいあいと調理が行われその後試食もして、交流会は大成功
に終わりました。なお、メニューは「具だくさん豚汁」、「もっ
て菊のおひたし」、「かぶと桜えびの炒め物」、および「しぼりた
てクッキー」で、本学部農場産のはえぬき米や黄菊など、山形
県産や山形市産の食材をふんだんに使用しました。



これまで、日本や欧米の理科カリキュラムにおけ
る学習内容の選択と配列に関心を抱き、諸外国との
比較・相対化を通じて、日本の理科カリキュラムで
はどの学年でいかなる内容をどのような原理に基づ
き構成すべきなのか研究してきました。山形大学の
教員に着任してからは、これまでの研究で得た知見
を活かして、研究室の学生とともに理科の授業研究
に取り組んでいます。
鈴木宏昭研究室では、理科教育学に関する研究に

取り組んでいます。所属する各学生は理科教育学に
関する独立した研究テーマを選択し、日々、熱心に
取り組んでいます。卒業研究のテーマの選択では、
学生が関心あるテーマの中からできるだけ現代の理
科教育が抱える本質的な課題や問題に関するものを
選択できるよう指導しています。学生への指導は、
教育の理論と実践との関係を絶えず学生に問いかけ
続けています。また、学生が研究に専心できる研究
室の環境を整えることも心がけています。

現在、山形県では「探究型学習推進プロジェクト」
が実施されています。この「探究型学習」は、平成
27年度に策定された第 6次山形県教育振興計画にお
ける一つの取り組みであり、21世紀型学力モデルを
はじめとする近年の教育に関する世界的動向に沿っ
たものであろうと思います。この「探究型学習」の
実施を通じて児童や生徒が習得を目指す資質や能力
は、これまでの理科教育で取り組まれ続けたものと
一部重なります。研究室に所属する学生がこれまで
の理科教育の潮流や海外の理科教育事情を調査・分
析することで、最近の教育施策の背景や留意点を深
く理解できればと考えています。
最後に、これからもこの山形の地においても、挑

戦的意欲にあふれ、教師を目指す学生とともに、理
科教育学研究の歩みを一歩ずつ進めていきたいです。

研究室紹介
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ホームページ随時更新中
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鈴木宏昭 研究室

　Creation24 号をお届けします。表紙イラスト、裏表紙 DTP は
前号に引き続き造形芸術コース 3 年生永田あかりさんに担当し
ていただきました。
　今号では学部の中心科目であるフィールドプロジェクトの特
集、今年度で退任されるおふたりの教員の挨拶と今年 10 月に着
任された新任教員の紹介、4 コースのトピックス、そして研究室
紹介として鈴木宏昭研究室を特集しております。
　今後、より良い誌面とするために皆様からのご意見・ご感想を
寄せていただければ幸いです。なお、最新のニュースについては
学部のホームページ (http://www.e.yamagata-u.ac.jp/) でもご覧
になれます。

児童教育コース　准教授　鈴木宏昭　SUZUKI Hiroaki

理科授業研究の先にあるものを目指して

1981 年生まれ。栃木県小山市出身。

筑波大学大学院人間総合科学研究科単位取得退学。

常磐大学助教を経て、2014 年 4月に山形大学地域教育文化学部に着任。

2016 年 5月より現職。専門は理科教育学。


