
 

学部・研究科情報誌みなおと ２０１９年度掲載記事一覧 

 

みなおと No.13（2019年 4月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_13.pdf 

・旭水会主催の卒業を祝う会が開催 

・第 70 回日本ハンドボール選手権大会に出場 

  教育実践コース 2 年次 村山倫太郎・木立智大・熊谷晟和・佐藤 光 

・能代市役所・秋田大学：「白神ねぎ」に関する研究等成果報告会 

地域社会コース 2019 年 3 月卒業 村山健二・工藤拓哉 

・若山牧水青春短歌大賞を受賞して 

  人間文化コース 2019 年 3 月卒業 加藤菜々 

・「平成 30 年度文部科学大臣優秀教職員表彰」を受賞 

・附属小学校で学長による講話を実施 

・第１回心理実践フォーラムを開催 

心理教育実践専攻 2 年 仙北屋歩実・2019 年 4 月修了 菅原麻衣 

・定年退職等教職員を送る会を開催 

・第６回あきたの教師力高度化フォーラムを開催 

・教育文化学部の誕生－学部の歴史をたどる⑩ 

・２０１９年度主な役職者等の紹介 

・２０１９年度を迎えて  

教育文化学部長 佐藤修司 

 

みなおと No.14（2019年 5月 7日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_14.pdf 

・新任の先生方からのメッセージ 

地域社会コース 益満 環・特別支援教育コース 前原和明 

国際文化コース 小倉拓也・教職実践専攻 秋元卓也 

教職高度化センター 林崎 勝 

・平成 30年度国際交流等学術研究交流基金の助成事業成果報告会 

・フランス短期滞在研修報告 

 人間文化コース 4年次 大木美駒・熊谷優希・鈴木未彩 

 地域社会コース 4年次 森 彩佳 

・２０１８年度「地域課題の解決を目指した学生自主プロジェクト」 

・秋田大学教育文化学部附属学校園生徒等の学長表彰式を実施 

・２０１９年度スプリングキャンプを開催 

・教職高度化センターが発足 

 教職高度化センター長 佐藤 学 

・２０１９年度日本学術振興会科学研究費の新規採択状況 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_13.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_14.pdf


 

・新教育文化学部の誕生－学部の歴史をたどる⑪ 

・２０１９年度事務部・技術部等（本学部・研究科関係）の体制 

 

みなおと No.15（2019年 6月 3日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_15.pdf 

・秋田大学教職大学院で教育実践力を高めよう 

  カリキュラム・授業開発コース２年次時田紘志・照井佳奈子 

・学校教育課程教育実践コースでの学び 

教育実践コース 3年次 佐藤拓斗・大堤 光 

・秋田おらほ学認証を受けて 

地域社会コース 4年次 加賀谷瑞希・清水 寛 

・教育文化学部の環境管理活動(ISO14001認証)紹介 

技術部技術長 小林 到 

・教育学研究科の発足－学部の歴史をたどる⑫ 

・地域と学校の関係性を考える公開シンポジウムに参加しましょう 

・２０１９年度第２回教育研究・運営カウンシルを開催 

 

みなおと No.16（2019年 7月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_16.pdf 

・中国甘粛省の蘭州大学への交換留学 

人間文化コース 4年次 田中千陽 

・地域社会コースでの学び 

地域社会コース 2年次 間杉 築 

・秋田大学創立 70周年記念事業 特別講演会「グローバルに活躍するには」に参加しよう 

・株式会社テクノス秋田から附属小学校にタブレット端末をご寄附 

附属小学校研究委員長 清水 琢 

・【研究紹介】若林俊輔の英語教育論 

英語・理数教育講座 若有保彦 

・心理専門職の養成－学部の歴史をたどる⑬ 

・「THE世界大学ランキング 日本版」2019 50位以内達成 

副学部長 林 良雄 

 

みなおと No.17（2019年 8月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_17.pdf 

・70周年記念特別講演会「グローバルに活躍するためには」 

国際文化コース 2年次 菊池真白 

・秋田大学－秋田刑務所 連携事業 第 2 回 心理実践フォーラム 再犯防止教育と心理支援Ⅱ～塀の中

の“教育”～を開催 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_15.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_16.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_17.pdf


 

心理教育実践専攻修士 1年 後藤結季 

心理実践コース 2年次 小原智布・阿部有翔・松岡史華 

・教育文化学部キャリアガイダンス 2019 

キャリア委員会委員長 篠原秀一 

・【研究紹介】特別支援教育における ESDとアクティブ・ラーニングとの関係 

特別支援教育コース 谷村佳則 

・地域と学校の関係性を考える公開シンポジウムを開催 

・教職大学院のスタート－学部の歴史をたどる⑭ 

 

みなおと No.18（2019年 9月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_18.pdf 

・7 月 27 日、オープンキャンパスを開催 

・オープンキャンパスに学生委員として参加して 

こども発達コース 2 年次 大賀千聡・国際文化コース 2 年次 鈴木進之介 

・車椅子バスケットボール U23 強化育成合宿 

地域社会コース 3 年次 山崎泰誠 

・8月 25日、秋田大学創立７０周年記念シンポジウムを開催 

・8月 20日、附属特別支援学校「夏のセミナー」を開催 

発達教育・特別支援教育コース２年 相原 淳 

・英語教育コースでの学び 

英語教育コース２年次 佐藤栞夏・佐藤史苑 

・【研究紹介】「メロドラマ」とは何か ― 映画ジャンルからモードへ ― 

国際文化講座 中尾信一 

・竿灯まつり 8月 4日に附属特別支援学校が参加 

・令和元年度 第１回ＦＤ・ＳＤフォーラム報告 

ＦＤ推進委員会委員長 小池孝範 

・教育文化学部助成金を創設します 

・寄宿舎と学生寮－学部の歴史をたどる⑮ 

・想い出の啓明寮 秋田県教育庁総務課 和田 聡 

 

みなおと No.19（2019年 10月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_19.pdf 

・国際文化コースの学び  

人間文化コース 3 年 佐藤 瞳 

夏季短期研修 聖公会大学校 in 韓国 

 国際文化コース２年 阿部 美森 

・秋田大学 70 周年記念事業「学生プロジェクト発表」：「未来を担う秋田大学生たち」が開催 

・【学部の思い出】あの時代の私－絵画『なつかしきものたち』から－ 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_18.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_19.pdf


 

教職実践専攻 長瀬 達也 

・技術部研修の報告 技術部総括技術長 成田堅悦 

・【研究紹介】運動時の循環応答とその調節機構―安全で効果的な運動法提案に向けて― 

教育実践講座 渡邊 和仁 

・教授会自治の変遷－学部の歴史をたどる⑯  

 

みなおと No.20（2019年 11月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_20.pdf 

・イングリッシュマラソンのシンガポール研修を体験して 

国際文化コース 2年 新井ゆう・英語教育コース 2年 小熊萌々・教育実践コース 2年 福永遥亮 

・１０月２６日・２７日第５３回大学祭「はゐから」が開催 

・理数教育コースの学び  

理数教育コース理科専攻３年次 長門明日香・数学専攻４年次 松崎広希 

・秋田大学 70周年記念事業「学生プロジェクト発表」：「未来を担う秋田大学生たち」が開催 

・70周年記念事業に参加して 地域社会コース 4年 高橋今日子 

・秋田大学、秋田北高校と高大連携協定を締結 

・１０月１９日、第５回ホームカミングデー開催 

・第７回あきたの教師力高度化フォーラムを 10月 12日秋田市文化会館で開催 

教職実践専攻２年次 渡辺 雄介・１年次 遠藤 史都 

・教職大学院の研修旅行で宮城の被災地等を訪問 

・【研究紹介】フランス・パリ・アカデミーの教職大学院－初等教員採用試験に向き合う音楽科目の授業

方針－ 教育実践講座 吉澤 恭子 

・学生運動の様相－学部の歴史をたどる⑰ 

 

みなおと No.21（2019年 12月 2日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_21.pdf 

・心理実践コースの学び 

心理実践コース 4年次 吉田 楓・冨谷 咲和 

・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 

・第６（2019－20）期学生協議会の学生委員を委嘱 

・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 

・【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 

・同窓会のこれまでとこれから－学部の歴史をたどる⑱ 

 

 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_20.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_21.pdf


 

みなおと No.22（2020年 1月 6日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_22.pdf 

・第 8回あきたの教師力高度化フォーラムを開催 

・特別支援教育コースの学び 

特別支援教育コース３年次 東海林紗季子・倉光 真穂 

・学生協議会学生委員に就任しての期待・抱負 

地域社会コース 3年次伊沢慧・人間文化コース 3年次根本優花・松橋 茜 

地域社会コース 2年次池田咲希・国際文化コース 2年次鈴木進之介 

教育実践コース 1年次長雄彩生・地域文化学科 1年次工藤やよい・佐藤翔太 

・2019年度国際文化カフェ「国際文化コースの歴史分野の紹介」を開催 

国際文化講座 内田 昌功 

・令和元年度第 64回東北学生ハンドボール秋季リーグ戦大会で全勝優勝を学長に報告 

・第 1回秋田教員養成連携協議会を開催 

・秋田大学と西北師範大学が大学間協定を締結 

・「令和元年度秋田大学職員表彰式」で杜威教授が表彰 

・秋田大学創立 70周年記念講演会・式典・祝賀会を開催 

・【研究紹介】フランス文学 アポリネール研究 

国際文化講座 辻野 稔哉 

・学部内にある彫刻など－学部の歴史をたどる⑲ 

・２０２０年の年頭にあたって 

教育文化学部長 佐藤修司 

 

みなおと No.23（2020年 2月 3日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_23.pdf 

・東北地域ブランド総選挙で最優秀賞・優秀発展賞 

地域文化学科１年次 大渕 莉子・佐藤 聖真 

・地域連携プロジェクトゼミ実習を通じたオープンキャンパス運営への提言 

地域社会コース３年次 石井日向子 

・地域連携プロジェクトゼミ：株式会社マルシメでの実習を通して 

 人間文化コース３年次 照井 明莉 

地域社会コース３年次 髙橋 由衣・照井 舞 

・心理実践フォーラム「矯正領域で活きる教育の仕事、そしてやりがい」 

こども発達コース 3年次 渡部 真季 

・先輩と語ろう 座談会「矯正領域における教育の仕事」 

心理実践コース 2年次 阿部 有翔 

・こども発達コースでの学び 

こども発達コース 3年次 宮崎 華帆・福田 裕香 

・一般教育と教養基礎教育－学部の歴史をたどる⑳ 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_22.pdf
https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_23.pdf


 

 

みなおと No.24（2020年 3月 2日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_24.pdf 

・第９回あきたの教師力高度化フォーラムを開催 

・附属学校学部共同委員会総会及び研修会を開催 

・宮城教育大学教職大学院との授業研究交流会 

・学部での生活を振り返って 

 こども発達・特別支援講座 奥山 順子 

・教育文化学部技術部技術研修プログラムを開催 

・新課程と地域文化学科－学部の歴史をたどる㉑  

・令和元年度 第 2回 FD・SDフォーラム報告 

ＦＤ推進委員長 小池 孝範 

 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_24.pdf

