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平成 25 年 9 月 1 日より、那須稔雄前学部長の後

任として、山形大学地域教育文化学部長に就任しまし

た。どうぞよろしくお願いします。

地域教育文化学部の歴史は、135 年前に設置され

た山形師範学校に遡ります。山形大学教育学部の発足

から数えても 64年の歴史を有し、その間、本学部は、

優れた教師の養成を中心に、高等教育機関としての役

割を果たしてきました。

いま、すべての国立大学は、自らの使命の再定義

に向けた検討を進めています。平成 17年度にスター

トした現在の地域教育文化学部は、平成 24年度に 3

学科を 1学科に統合してコースを基礎単位とした組

織に改めました。また、すべでのコースに複数の教育

プログラムを設けました。これは、本学部の持つ総合

性を生かしつつ、専門性をさらに高めることを目指し

て行ったものです。特に、児童教育コースの新設をは

じめとして、教員養成機能の強化を図りました。この

ように進化してきた地域教育文化学部の教育活動、研

究活動を着実に実行すること、それが現時点での本学

部の果たすべきことであると考えています。

ところで、学部のホームページに「学部広報誌ア

ーカイブス」が新設されたことをご存じでしょうか。

それによると、学部広報誌の第 1号は、1972 年（昭

和 47年）に発刊された『教育学部だより』であるこ

とがわかります。その第 1号で、当時の学部長であ

る永山勇先生は、本学部は「その内容誠に多彩」であ

るので、「学部全体の動きを大観したり、また、お互

いの動静や生活を知って、相互理解をはかるというこ

とはなかなか容易ではない」と記しています。それか

ら 41年。現在も、本学部の内容は多彩です。組織的

にも、私たちの部局は、地域教育文化学部のほか、地

域教育文化研究科、教育実践研究科の二つの大学院と

養護教諭特別別科、そして附属の教職研究総合センタ

ーからなる連合体ともいえる組織となっています。そ

うであっても、あるいは、そうであるからこそ、私た

ち教職員と学生は一体感を持って日々の活動を行って

いきたい。その思いは、昔も今も変わらないようです。

地 域 教 育 文 化

学 部 長

に 就 任 し て

地域教育文化学部長
　

須賀　一好
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地域教育文化学部事務長
　

結城　敏夫

事 務 職 員 に 求 め

ら れ る も の

昨年４月に事務長に就任いたしました。ここ６年ほ

どは初対面の方でも名刺やネームプレートだけで話が盛

り上がっています。お分かりでしょうか？

今回は２回目の勤務となり、前回は教育学研究科の

設置に奔走し、やっとの思いで平成５年６月２９日の設

置記念式典を迎えたことを覚えています。

その研究科も既に改組され、時の流れを感じていま

す。事務組織もこの２０年間で当時とは比較にならない

ほど変貌し、特に法人化を機に教職協働での大学運営が

当たり前となっています。時代の要請に即応できる人材

が求められ、事務職員の意識改革も進み、今や修士の学

位を有する者や働きながら博士の学位取得を目指す者も

珍しくありません。

事務職員には、それぞれの役割に必要な専門能力を

備えた「スペシャリスト」と管理運営能力を備えた「ジ

出展：山本眞一 ,2006,「一転換期の高等教育 第 

23 回 大学職員論再考」,

『文部科学教育通信』161:38-39

ェネラリスト」が必要とされていますが、いかに能力が

あったとしても、周りの人たちとの協力やお互いを信頼

し合う関係がなければ、その能力を十分に発揮すること

はできません。モチベーションを保ち、達成感を得る環

境を整えることが最も重要だと考えています。

最近、卒業生が本学の事務職員として採用されるこ

とも多く、愛校心あふれる皆さんが配置部署を越えた絆

で山形大学を支えてくれることを期待しています。また、

今年度の新入社員意識調査では６割がジェネラリストを

望んでいるという結果が出されていますが、事務職員と

して「プロフェッショナル」を目指し弛まぬ努力を続け

てほしいと願っています。

3



1978 年 4月に赴任して 35年、大学院・ゼロ免課程

の新設、ここ 10年間は教育学部から地域教育文化学部

への転生、大学の法人化、大学院新設・学部改組・教

職大学院組織替えと、大学・学部がめまぐるしく変化し、

学内の雰囲気が一変してしまった。しかし先輩・同僚

そして学生に恵まれて充実した教員生活を送ることが

できたのは幸いでした。

さて学生が卒論の課題として地域史に関するテーマ

を選択することもあって地域史に興味をもち、県内外

を走破し、知見を広げることができ、中世の寺社から

山岳信仰、中世城郭、地域史と研究分野を広げること

ができたのも赴任以降です。現在は新地域史学が提示

され、地域を創造することも課題になってきています。

当面は、これまでの研究のまとめと、新課題への挑

戦も考えているところです。山形大学・本学部の益々

の発展を祈念しております。

この年まで生きているとは！運命の女神に感謝！

思えば、我が人生、騒々しい世をよくぞここまで、

と思う。でも戦争がなくて何より。再度、女神に感

謝！小 6の頃は体操場での「安保反対ごっこ」。橫に

隊列を組んでキーキー声で「アンポハンタイ」を連

呼。中 3の頃であったか、ビートルズが「ヤーヤー

ヤー」とばかりにやって来て、音楽風景はすっかり

変わり、「とんびがくるりと輪を描いた」風の光景は

雲散霧消。高 1ではバレー部の昼練時に新潟沖地震。

高 3の運動会では下級生達、紅衛兵の出で立ちでの

大行進。大学に入学するや卒業後まで、「アンポハン

タイ！」、「サンガクキョウドウハンタイ！」、メット

に角材姿の学生の夜も日も明けずの駆けずり回りが

常態化。 78 年、勤め初めの大学での宮城県沖地震。

87年、山大教養部に着任した時は既に改革の嵐の中。

平成 8年、教養部解体。教育学部へ。爾来、17年余。

学部改名、あの震災！そして未だ改革余波は収まら

ず。でも学生も教職員もみんな大好き。ああ！これ

でやっと "The rest is silence." (Hamlet) かな？

伊藤　清郎（ITO Kiyoo）  
異文化交流コース　教授　

退職の挨拶 我が人生、"full of sound and fury"(Macbeth)、 
されど意義あり !

小関　文典（KOSEKI Fuminori）
異文化交流コース　教授

退任のあいさつ

1948 年生まれ。宮城県石巻市出身。
東北大学文学部卒業。1978 年山形大学教育学部講師着任。
2002 年より山形大学教育学部 ( 現地域教育文化学部 ) 教授。
主な著書に､『中世日本の国家と寺社』（高志書院、2000 年）。
専門は日本中世史。

1949 年 1月 2日生まれ。山形県南陽市出身。
1987 年 5月 1日、山形大学教養部に着任。1996 年山形
大学教養部廃止により山形大学教育学部に移籍。2002 年
より山形大学教育学部 ( 現地域教育文化学部 ) 教授。専門
は英文学。
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1980 年４月の着任ですから、本学部には 34 年間、

お世話になったことになります。大学院を修了し、最

初の赴任地でしたから、その時の「よし！」を原点に、

研究室の充実に懸命に走ってきました。そのような中

で、内地研修制度で現職の先生と共同研究する機会を

得、現在、全国の小・中学校で利用されている「麦芽

糖試験紙」と「ショ糖試験紙」を開発したことは、専

門知識を還元できた誇れる研究成果です。その内、学

部運営に関わらせていただき、少子化に端を発する「教

育学部の在り方」に対する一つの解答として、1999 年

の 3課程への改組、2007 年の地域教育文化学部への改

組、2011 年の教職大学院の設置、と学部システムを改

革しました。教員養成を核とした学部の命運のために、

質と量を維持する理念と教育課程、新システムの構築

に頑張ったつもりですが、「一般学部」が全面に出過ぎ

てしまったことは残念でした。システムに対する隔靴

掻痒の感です。もう一つ残念なことは、GPを取れず教

員養成の冠を被り損ねたことです。学部の発展を祈念

致しております。

目の前に間断なく湧いてくる仕事を一つ一つ片付け

ているうちに 36年が過ぎてしまったような感じがして

います。その間、夢と希望にあふれた学生さん達と共

に過ごせた事は大きな喜びです。約 20年前に学部の事

情から家庭科教育法を担当するようになってから、教

員になった卒業生と出会う機会が増え、立派に活躍さ

れている姿に安堵すると共に議論できることはとても

嬉しいことでした。同じ頃、山形県の男女共同参画推

進事業に加えていただくようになり、各市町村の男女

共同参画関係の仕事をたくさんさせていただきました。

山形大学の男女共同参画推進室の立ち上げにもかかわ

ることができ、来年からは職場内保育所が開設される

までになりました。若いときから職員組合の運動とし

てずっと掲げてきたこの要望が退職目前に実現できて

ホッとしています。これまで仕事を続けてこられた陰

には、多くの教職員の皆さまのご支援が不可欠でした。

心から感謝申し上げます。最後に、本学部のますます

の発展をお祈り申し上げます。

鈴木　隆（SUZUKI Takashi）
児童教育コース　教授

34 年間を振り返って 退職にあたって

教授　高木　直（TAKAGI Nao）
食環境デザインコース　教授

1949 年生まれ。福島県会津若松市出身。
筑波大学大学院博士課程修了。1980 年山形大学着任。
1996 年より山形大学教育学部 ( 現地域教育文化学部 ) 教
授。主な著書等に「動く植物－その謎解き－」大学教育出
版（2002 年）、「小・中学校用の理科の教科書」東京書籍。
専門は理科教育と植物生理学。

1948 年生まれ。大阪府大阪市出身。
共立女子大学家政学部卒業。共立女子短期大学助手を経て
1977 年山形大学教育学部着任。2000 年より山形大学教
育学部 (現地域教育文化学部 )教授。専門は家庭科教育法、
被服学。
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伊達　華子（DATE Hanako）
音楽芸術コース　教授

－夢中の 30年間－
お世話になり、ありがとうございました 有難うございました

那須　稔雄（NASU Toshio）
生活環境科学コース　教授

昭和 56年 4月に山形大学教育学部に赴任し 33年の

歳月をこの山形大学で過ごしました。

私の専門は音楽・ピアノです。毎年 5～ 6人のピア

ノ専攻の新入生を研究室に迎え、これまで 200 人に近

い学生がこの研究室で学び巣立って行きました。

3年後期の実技試験から始まり、演奏会形式の公開

試験で終わるのが我がコースの慣わしですが、試験終

了後、担当教官と写真を取るのも昔からの慣わしです。

毎年 3枚ずつ新しい写真が増え、研究室のデスクのガ

ラスカバーの下にはその写真が重なるようにして飾ら

れています。そのお陰でこの研究室で共に学んだ学生

を忘れることはありません。と同時に共に写った自身

の姿はその時代の私を思い出させてくれます。この 33

年の間に社会も大学も多くの変遷がありました。ＰＣ

が跋扈しＩＴ化が進み、今は全て電子化しています。

しかし手元に残った写真達は瞬時に其々の時間をあり

ありと呼び覚ましてくれます。この研究室が私に素晴

らしい時間を与えてくれたのだと今思っています。長

い間有難うございました。

私は、1983 年に山形大学着任後、乱雑な原子配列

をした金属 ( アモルファス ) に関する研究を開始しまし

た。1997 年度の概算要求「新しい技術開発につながる

シーズ的研究」が認められ、アモルファス合金製造装

置、電子顕微鏡、X‐線回折装置などを購入し、付随して、
アモルファス金属研究に対する特別経費が 10年間、配

分されるという境遇に恵まれました。着任当時、加速

器から放出される放射光を活用した原子配列に関する

測定法と出会い、学生らと共に結晶から非結晶への転

移過程を原子レベルで観測したり、アモルファス金属

に外力を加えた時の原子配列の変化を観測できた時な

ど、歓喜と興奮で胸を躍らされたこともありました。

国立大学の法人化が始まる頃から大学の管理運営に

携わり、最後の４年間は、学部長を務めることになり

ました。2度の在外研究 (1990 年：米国・ノースカロ

ライナ州立大学。1997 年：英国・ケンブリッジ大学）

を含め、夢中の日々を過ごすことができたのは、教職員・

学生の皆様のサポートがあったればこそと、感謝申し

上げます。

1948 年生まれ。千葉県香取郡多古町出身。
東北大学大学院工学研究科修士課程修了。歯学博士、工学博
士。東北歯科大学（現・奥羽大学）を経て、1983 年山形大
学教育学部着任。2009 年山形大学地域教育文化学部長。専
門は金属物性（技術教育：金属加工分野）。

1948 年生まれ。宮城県仙台市出身。
東京芸術大学付属高等学校・東京芸術大学卒。田村宏氏に師
事。ケルン音楽大学においてアロイス・コンタルスキー氏に
師事し卒業。西ドイツ学生コンクール、特別賞を受賞。西ド
イツ国家演奏家試験を修了。2001 年より山形大学教育学部
( 現地域教育文化学部 ) 教授。専門は音楽（ピアノ）。
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2010 年の 12月に山形大学に着任し、何もない実験室に、

まず棚と机を、その次に実験機器というように少しずつ実験

環境を整え、ようやく公の場で発表できるような研究成果が

出始めました。私の専門は、栄養生理学、分子栄養学という

分野です。この学問は我々の生活に密接な関わりのある学問

で、平たく言うと、食事から摂る栄養素がどのようにして体

の中で利用されるのかを解明・追求する学問です。その中で、

当研究室が興味を持って研究を進めているのが「小腸機能」

です。これまで小腸は、栄養素を消化・吸収するためだけの

組織と考えられてきましたが、近年、小腸を含めた消化管に

は驚くべき機能があることが明らかとなってきました。その

一つが、「第二の脳」と呼ばれる由縁となっている機能です。

消化管には多数の神経・血管が張り巡らされており、消化管

内からの信号はそれらを介して全身に伝えられます。例えば、

ごはんを食べたときにおなかがいっぱいになるという感覚は

まさに消化管から分泌される満腹中枢刺激ホルモンの働きに

よるものです。このように我々には、食べ物を食べたときの

消化管を介した信号により健康的な生活を維持することがで

きる機構が備わっています。とくに、小腸上皮細胞は、栄養

素の刺激に対して鋭敏に反応し、小腸内へ流入してきた栄養

素の種類や質を認識することで効率的な栄養素の消化・吸収

を行っています。一方で、小腸内に全く栄養素が入ってこな

い状態が続くと短期間で小腸絨毛は萎縮し、栄養素の消化・

吸収能も著しく衰退してしまいます。このように小腸機能が

衰退すると低栄養状態や免疫低下などを引き起こし、あっと

いう間に不健康になってしまいます。しかし、ただ単に小腸

内に栄養素が流れ込まないというだけでなぜ絨毛が萎縮して

しまうのか？どのように小腸細胞は数ある栄養素を認識して

いるのか？など小腸機能についてはまだまだ不明な点が数多

く存在します。そこで、当研究室ではこの小腸機能（絨毛萎

縮など）と栄養素刺激の関連についての不透明部分の解明を

目指し、遺伝子・タンパク質実験や栄養生理学実験を駆使し

て学部学生たちと日々研究を進めています。その甲斐あって

か、少しずつですがその詳細なメカニズムを明らかにしつつ

あります。今後は、さらにこの研究テーマを発展させ、科学

的エビデンスに基づいた小腸機能回復に特化した新しい経腸

栄養剤開発などを通して、口から食べ物を摂ること（消化管

を介した栄養補給）の科学的に立証された重要性を社会へと

発信してきたいと考えています。

介
紹
室
究
研

食環境デザインコース　助教　

鈴木拓史（Suzuki Takuji）
1980 年生まれ。静岡県御殿場市出身。静岡県立大学大学院生活
健康科学研究科修了。博士（食品栄養科学）。管理栄養士。博士取
得後、米国へ留学、静岡県立大学でのポスドクを経て、2010 年
より山形大学地域教育文化学部助教（食環境デザインコース）。
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第 64回定期演奏会　2013 年 10月　山形テルサ　テルサホール

2012 年 9月に山形北高と高大連携協定を結びました。

その一環の授業見学の様子

YCM オペラ公演「オルフェオとエウリディーチェ」　

（2013 年 3月）

平成 24年 4月、地域教育文化学部改組により新

しいカリキュラムが始まりました。

新しいコースは 2つの柱からなっています。

まず１つめは、従来の音楽芸術コースをパワーア

ップさせた「音楽芸術プログラム」です。これまで

以上に、演奏能力及び幅広い知識と教養を身につけ、

在学中のみならず卒業後も高度な音楽活動を維持・

実践していく能力を修得することを目指します。

２つめは、教員養成機能の充実化が図られた「音

楽教育プログラム」です。音楽の理論と実技を体系

的に学び、さらに、教員になるために必要な音楽教

育法や教材研究を深めることにより、音楽教育活動

を実践していく能力を修得します。

CREATION15 号より恒例となりましたコース紹

介。前号の造形芸術コースに続いて今号では音

楽芸術コースの特色を同コースの渡辺修身准教

授に紹介していただきます。

音楽芸術
コース
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山形五小での訪問演奏　（2013 年 10月）

YCMオペラ公演「オルフェオとエウリディーチェ」　（2013 年 3月）

卒業後の進路としては、国内外のオーケストラや

合唱団員として、これまでの音楽的能力にさらに磨

きをかける者、また、音楽教育の実践的能力を活か

し、東北を中心に全国各地で小・中学校や高等学校

の教員として活躍する者、その他にも、在学中に修

得した総合的な知識を生かし、一般企業や公務員へ

の就職をした者など、多方面で数多くの卒業生が活

躍しています。

今回の学部改組により、本コース卒業生の進路選

択の幅がさらに広がることを期待しています。

一方、授業以外にも、学生による自発的な活動も

盛んです。毎年行われる定期演奏会をはじめ、文翔

館の議場ホールなどで行われる各種アンサンブルの

演奏会や室内楽の夕べ、オペラ研究会 YCMのオペ

ラ公演などを行い、会場を訪れた多くの方々から好

評を得ています。

また、地域との交流も積極的に行っています。ア

ウトリーチによる小学校や病院等への訪問演奏や、

山形県立北高校と高大連携事業に関する協定を締結

し、山形の音楽芸術の振興を担う人材を育成するた

めの活動を行っています。また、山形交響楽団と山

形大学による相互協力協定も結び、プロのオーケス

トラと連携した地域に根差した活動も行っていま

す。また、隔年で広島と山形で行われているアフィ

ニス音楽祭においてもボランティアとして参加し、

授業の枠を超えた様々な体験をしています。
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詳しくは学部ホームページ↓をご覧ください

地域教育文化学部広報誌
Crea t i on　第 18 号
2014 年 2 月 28 日発行
発行：山形大学地域教育文化学部
編集：山形大学地域教育文化学部広報委員会

学部の
ホームページも
更新しています！

CREATION18 号をお届けします。前号に
引き続き、DTP・誌面デザインを菅原啓介さ
ん（造形芸術コース 4年）、イラストは中根
亜莉紗さん（造形芸術コース 4年）にお願
いしています。
今号は、昨年 9月に就任された須賀新学

部長と昨年 4月に就任された結城事務長の
挨拶、今年度をもって退職される 6人の先
生方からのあいさつ、そして恒例となりまし
たコース紹介は音楽芸術コースの紹介。さら
に研究室紹介として鈴木拓史研究室を取り上
げて編集いたしました。今後の紙面づくりの
ためにもご意見、ご感想をお寄せいただけれ
ばと思います。学部のニュースも随時更新さ
れておりますので、あわせて学部のホームペ
ージも是非ご覧ください。

　平成 25 年 12 月 11 日、山形大学小白川キャンパスの改修工事にあ
たり、正門前の工事仮囲いに造形芸術コースの学生が担当した壁画が完
成いたしました。
　原画は長谷川茜さん ( 大学院１年生 )、大学のロゴデザインは齋藤堅
太さん (３年生 )、水流を模したデザインは阿部萌水さん (２年生 ) が担
当しました。途中雨などの天候にもめげず、2週間あまりでコースの学
生が協力して壁画制作が行われました。正門前を歩かれる際には是非カ
モが集う水の流れの壁画に注目してみてください。
なお、この壁画制作に対して、小白川キャンパス長より参加した学

生 49名全員に感謝状が贈られ、12月 24日の感謝状贈呈式には、原画
を担当した 3名の学生が代表として出席しました。

編集後記

http : / /www. e . y amaga t a - u . a c . j p /

小白川キャンパスで壁画を制作
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