
教職大学院情報誌「暁鐘の音（かねのね）」 １１～２０号掲載記事一覧 

 

かねのね No.11（2019年 1月 21日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku011.pdf 

・教職大学院協会研究大会  教職実践専攻（教職大学院）教授 鎌田 信 

・人のために  附属教育実践研究支援センター 鎌田寿和 

・研修旅行 1日目東成瀬村の教育からの学び 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 佐藤将太郎 

・研修旅行２日目（陸前高田市を訪問して）  発達教育・特別支援コース現職院生 1年次 相原 淳 

・研修旅行３日目（大槌町を訪問して）  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 保達諒平 

・八峰町フィールドワーク  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 照井佳那子 

・全国小学校道徳教育研究大会秋田大会・東北地区中学校道徳教育研究大会秋田大会に参加して 

カリキュラム・授業開発コース現職院生 1年次 柴田恵子 

・いじめ防止研修会に参加して  学校マネジメントコース現職院生１年次 高橋 司 

・いじめ防止研修会に参加して  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 2年次 稲継大輝 

・東北地区教職大学院学生授業・研究交流会に参加して 

カリキュラム･授業開発コース現職院生 1年次 阿部 匠 

・2018忘年会  カリキュラム・授業開発コース学部卒２年次 木村陽平 

・１１月～１２月の行事一覧 

・今後の予定行事一覧 

 

かねのね No.12（2019年 4月 11日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku12.pdf 

・理・画・践・省  教職実践専攻長 教授 佐藤 学 

・秋田大学教職大学院の強み  カリキュラム・授業開発コース長 教授 田仲誠祐 

・教職大学院４年目を迎えるに当たって  教職実践専攻特別教授 古内一樹 

・教職大学院生成果発表  発達教育・特別支援コース現職院生 1年次 齊藤 徹 

・オープンリフレクション２日目を通して 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 澤木瑛保 

・第６回あきたの教師力高度化フォーラム「教師力をどのように高度化するか」 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 鈴木公貴 

・第４回 模擬授業フェスティバルを終えて 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 山口裕平 

・ビックマウスもときにはよし  教育実践コース社会科教育研究室 濱田風香 

・教師力向上協議会教職大学院部会及び教員の資質向上のための研修プログラム開発支援事業の開催 

教職実践専攻長 教授 佐藤 学 

・修了生からのメッセージ 

・１月～３月の行事一覧 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku011.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku12.pdf


・４月以降の行事予定 

 

かねのね No.13（2019年 7月 9日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku13.pdf 

・平成３１年度並びに令和元年度、教職大学院スタート！ 

・「師の思い出・課題提示について」  教職実践専攻(教職大学院)特別教授 秋元卓也 

・秋田大学教職大学院生との学び  附属教職高度化センター 林崎 勝 

・教職大学院に入学して  学校マネジメントコース現職院生１年次 三浦和義 

・第一回レセプション  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 遠藤史都 

・平成３１年度次年度計画報告会  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 沼田充貴 

・講義紹介 秋田の授業力の継承と発展  学校マネジメントコース現職院生１年次 橘 義憲 

・令和元年度 公開研究協議会  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 鈴木公貴 

・4～6月の行事一覧 

・今後の予定行事一覧 

 

かねのね No.14（2019年 11月 11日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku14.pdf 

・「教職大学院の強みと配慮すべき事項」  教職実践専攻（教職大学院）准教授 三浦 亨 

・この道  教職実践専攻（教職大学院）特別教授 奥 瑞生 

・教職実践インターンシップⅠ  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 飯澤玲央 

・「教職実践インターンシップⅡを振り返って」 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 山口裕平 

・納涼祭を終えて  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 照井達也 

・あきた惟蕗の会  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 長谷川いずも 

・第７回 あきたの教師力高度化フォーラム 基調講話 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 渡辺雄介 

・まずは食べてみる  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 遠藤史都 

・令和元年度 第１回学校組織マネジメント指導者養成研修・教職大学院４県合同リフレクションについ

ての感想  学校マネジメントコース現職院生１年次 

・今後の行事予定一覧 

 

かねのね No.15（2020年 2月 6日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku15.pdf 

・記録考  教職実践専攻長（教職大学院）教授 佐藤 学 

・ドローン１号機物語  教職実践専攻（教職大学院）特別教授 廣嶋 徹 

・宮城研修旅行 1日目  学校マネジメントコース現職院生 1年次 加賀谷武英 

・宮城研修旅行 2日目  学校マネジメントコース現職院生 1年次 仙道英悦 

・宮城研修旅行 3日目  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 本田和也 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku13.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku14.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku15.pdf


・CTによる道徳科指導力向上研修会  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 2年次 佐々木浩子 

・「八峰町巡検」を終えて  学校マネジメントコース現職院生 1年次 大山正道 

・2019 忘年会  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 高橋崚介 

・足で稼いで精選する  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 沼田充貴 

・第８回あきたの教師力高度化フォーラム 

カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 澤木瑛保 

・１１月～１月の予定 

・今後の行事予定一覧 

 

かねのね No.16（2020年 4月 13日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku16.pdf 

・在職５年間を振り返って  教職実践専攻（教職大学院）元・特別教授 古内一樹 

・「秋田県自由画教育研究」の事始め  教職実践専攻（教職大学院）教授 長瀬達也 

・ポスター発表  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 飯澤玲央 

・２年間の成果発表と自己変容  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 時田紘志 

・第 9 回あきたの教師力高度化フォーラムを終えて 

学校マネジメントコース現職院生 1年次 菊地良平 

・「教職大学院の連携による教員研修の高度化」に関する講話を聞いて 

学校マネジメントコース現職院生 1年次 伊藤直人 

・よりどころをつくる  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 遠藤史都 

・あきたをまるごと資源に  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 照井達也 

・修了生からのメッセージ 

・1月～3月の行事一覧 

・4月以降の行事について 

 

かねのね No.17（2020年 7月 17日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku17.pdf 

・令和２年度、新たなメンバーを迎え教職大学院始動！ 

・ポストコロナ社会の教育を考えよう  教職実践専攻長（教職大学院）教授 鎌田 信 

・「師の思い出２」  教職実践専攻（教職大学院）特別教授 秋元卓也 

・教職大学院に入学して  学校マネジメントコース現職院生１年次 藤原暁人 

・日常がもどりますように  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 遠藤史都 

・講義紹介「学校教育の現代的課題」  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 伊藤真里奈 

・教職実践インターンシップ I  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 工藤唯花 

・研究構想発表会を終えて  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 沼田充貴 

・今後の予定一覧 

 

 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku16.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku17.pdf


かねのね No.18（2020年 11月 26日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku18.pdf 

・コロナ後の世界を見据えて  教職実践専攻（教職大学院）教授 田仲誠祐 

・宮城教育大学大学院との院生交流会に参加して 

学校マネジメントコース現職院生１年次 川俣 玲 

・教職実践インターンシップⅡ  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 飯澤玲央 

・教職インターンシップⅠ  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 三保 翔 

・岩見三内小・中学校の訪問を通して  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 大関隆貴 

・研究構想中間発表会について  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 佐藤大星 

・対面授業復活を祝して  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 髙橋海渡 

・今後の行事予定一覧 

 

かねのね No.19（2021年 1月 28日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku19.pdf 

・ある酒造会社の経営戦略  教職実践専攻（教職大学院）特別教授 奥 瑞生 

・「いきつけのラーメン屋のおじさんに学ぶ」  教職実践専攻（教職大学院）准教授 三浦 亨 

・これからの教育界の未来についての考察－「ふるさと秋田のキャリア教育」の講義内容を基にして－ 

学校マネジメントコース現職院生１年次 伊藤充敏 

・秋田工業高校を訪問して  学校マネジメントコース現職院生１年次 小玉幸子 

・東成瀬村での研修を終えて  学校マネジメントコース現職院生１年次 鈴木達哉 

・相模原市の事例紹介講話を聞いて  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生２年次 本田和也 

・1月 6日実践研究概要発表会について  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 小野彰斗 

・研修旅行 2 日目について  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 清水里沙 

・フィールドワークについて  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生１年次 庄司 航 

・今後の予定行事一覧 

 

かねのね No.20（2021年 4月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku20.pdf 

・子どもたちに未来を託す地域と学校であるために 

学校マネジメントコース現職院生 1年次 小坂美和 

・第 11 回あきたの教師力高度化フォーラムを終えて 

学校マネジメントコース現職院生 1年次 佐々木史子 

・志々田まなみ氏の講演  カリキュラム・授業開発コース現職教員 1年次 小熊大樹 

・人事を尽くして天命を待つ  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 照井達也 

・成果発表  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 相馬舜平 

・センター連携発表について  カリキュラム・授業開発コース学部卒院生 1年次 新山壮一朗 

・退職される先生方からのメッセージ 

・修了生からのメッセージ 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku18.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku19.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/kyoshoku20.pdf


・1〜3 月の行事一覧 

・4 月以降の行事予定 


