学部・研究科情報誌みなおと

２０１８年度掲載記事一覧

みなおと No.1（2018 年 4 月 2 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_01.pdf
・学部・研究科情報誌の創刊
・
「学貴日新」について
・新入生歓迎の言葉
学生協議会学生代表 吉田 恭幸
・地域の未来を切り拓く学部・研究科であるために
教育文化学部長 佐藤

修司

・2017 年度卒業生に贈ることば
前教育文化学部長 武田 篤
・教育文化学部及び大学院教育学研究科と秋田刑務所が学生の人材養成等に関する連携協定を締結
・2018 年度主な役職者等の紹介
みなおと No.2（2018 年 5 月 1 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_02.pdf
・新しく着任した教員からのメッセージ
教育実践コース 渡邊

和仁・特別支援教育コース 谷村 佳則

国際文化コース Horton William Bradley
教職実践専攻 鎌田 信・三浦 亨・奥 瑞生・鎌田 寿和
・
「秋田の弁護士と死刑制度について語る会」
地域社会コース 4 年次

吉田 恭幸

・2018 年度外部資金の採択・受入
・2018 年度教育研究・運営カウンシル
・2018 年度事務部等（本学部・研究科関係）の体制
みなおと No.3（2018 年 6 月 4 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_03.pdf
・スタージュ・スプリングキャンプ２０１８
こども発達コース４年次 佐藤 美月・理数教育コース４年次 井上 駿太
・地域社会コースでの学び：フィールドワーク
地域社会コース３年次

菅 健太郎

・教育文化学部における天文台の活動
技術部技術長 毛利 春治
・学部の創立記念日はいつ？－歴史をたどる①
・倫理学研究室の教え（４箇条）
2018 年 3 月退職・倫理学教員 立花 希一

みなおと No.4（2018 年 7 月 2 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_04.pdf
・国語科研究室の魅力とは
教育実践コース３年次

猪田 晴秋

・教育文化学部キャリアガイダンス２０１８
キャリア委員会委員長

宇野 力

・オリンピックに釣り？～オープンウォータースイミングとは～
技術部・技術職員 綿谷 健佑
・手形キャンパスはいつから？－学部の歴史をたどる②
・教員を目指す皆さんへ
秋田県教育次長・カウンシル外部委員 眞壁 聡子
みなおと No.5（2018 年 8 月 1 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_05.pdf
・広島市「被爆体験伝承者」
・長崎市「家族証言者」講話を開催
教育実践講座 外池 智
・戦争との関わりは？－学部の歴史をたどる③
・心理実践コース新設：公認心理師養成がいよいよスタートしました！
心理実践コース主任 北島 正人
・心理実践での授業と学び
心理実践領域３年次 中野 佑香・安田 玲
・附属学校園副校園長に客員教授の辞令を交付
教育文化学部長 佐藤

修司

みなおと No.6（2018 年 9 月 3 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_06.pdf
・7 月 28 日オープンキャンパスを開催しました
・学生協議会によるオープンキャンパスの取り組み
地域社会・心理実践講座 臼木 智昭
・オープンキャパスに参加して
地域社会コース 3 年次

籾山 琴乃・2 年次 森井 基貴

・脱水が生体に及ぼす影響についての新知見
教育実践講座 渡邊 和仁
・日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス推進賞」を受賞して
英語・理数教育講座 川村 教一
・次期学習指導要領に即した新たな指導方法を加えた専科指導への対応のための講習
英語・理数教育講座 佐々木 雅子・パターソン エイドリアン・若有 保彦
・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

みなおと No.7（2018 年 10 月 1 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_07.pdf
・高田文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室長が秋田大学教育文化学部を視察
・第 51 回全国国立附属学校連盟校園長会研究会秋田大会・平成 30 年度日本教育大学協会附属学校連絡
協議会校園長分科会秋田大会
附属小学校副校長 千葉 圭子
・地方からの新たな挑戦－あきた数学教育学会の発足
こども発達・特別支援講座 田仲 誠佑
・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２年次

山崎 泰誠

・第 4 回あきたの教師力高度化フォーラム
・特別支援教育コースの学び
特別支援教育コース４年次 木村 緒美
・北方教育の伝統－学部の歴史をたどる④
みなおと No.8（2018 年 11 月 1 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_08.pdf
・秋田大学教育文化学部と秋田県中小企業家同友会が包括的連携協力に関する協定書を締結
・第 4 回あきたの教師力高度化フォーラム
「社会に開かれた教育課程」の実現と教師力－プログラミング教育と育てたい力－
・教職大学院の研修旅行（東成瀬・陸前高田・大槌）を行いました
・地域連携プロジェクトゼミでバスツアー企画
地域社会コース３年次

池田 圭佑・清野 良太

・大学祭とホームカミングデーが行われました
・師範学校とは？－学部の歴史をたどる⑤
・本学部同窓会「旭水会」創立 130 周年記念式典が開催
みなおと No.9（2018 年 12 月 3 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_09.pdf
・県内諸団体との地域連携懇談会を開催
・学生との懇談会を開催
・あきた未来カフェ企画イベント『たのしく悩むカフェ』
地域社会コース２年次

淡路 友花

・あきたビジネスプランコンテストで本学部学生が入賞
理数教育コース２年次

荘野 芹那・須藤 よしの・３年次 佐藤 洋光

・ロシア研修旅行に参加して
地域社会コース２年次

相原 安杜・沢田 亜美

・教育文化学部で学ぶ国際文化

人間文化コース２年次

八木下 雪

・秋田大学公開講座「共に生きる社会をめざして～障害の理解と支援～」を終えて
こども発達・特別支援講座 鈴木 徹
・来年度教員採用試験合格を目指してオータムキャンプを実施
・学芸学部の誕生と教育学部への変更－学部の歴史をたどる⑥
・法務省の山本宏一更生支援室長が本学部を訪問
・湊三郎名誉教授が秋田県文化功労者表彰を受章
みなおと No.10（2019 年 1 月 7 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_10.pdf
・各地で教育文化学部後援会を開催
・いじめ防止研修会を開催
・ＯＢ・ＯＧや先輩と語り、学ぶ就職支援の取り組み
キュアリア委員会委員長 宇野 力
・ふくいＣＯＣ＋「はばたけ地域創生士！サミット」に参加してきました！
地域社会コース 4 年次

神戸 真結・人間文化コース 4 年次 齋藤 梨佳

・こども発達コースでの学び
こども発達コース 3 年次 小川 由佳・辰 孝子
・附属学校地域連携協議会を開催
・鉱山学部と学芸学部－学部の歴史をたどる⑦
・2019 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.11（2019 年 2 月 1 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_11.pdf
・学部・研究科同窓会「旭水会」への加入と卒業を祝う会への参加を！
旭水会副会長・教育実践講座 長瀬 達也
・国際交流等学術研究交流基金による海外留学報告
人間文化コース 三浦

純玲・英語教育コース 佐藤 彩佳

・教育ミニミニ実習を終えて
教育実践コース３年次 大友 翔矢
・第５（2018－19）期学生協議会の学生委員を委嘱
地域社会コース３年次 籾山 琴乃・２年次 森井
・全日本大学女子駅伝に出場
教育実践コース３年次

桜庭 美紅

・英語教育コースの特色
英語教育コース 3 年次 佐藤 美由・鈴木 葵
・あきた国際文化カフェを開催
人間文化コース 3 年次 村上 李紗・大木 美駒

基貴

・福島県二本松市根柄山団地での交流会
こども発達・特別支援講座

瀬尾 知子

・秋田大学公開講座「サイコロジカル・カフェ」を開催
・第 1 回シティズンシップ講座（カモンれく）を開催
・あきたの教師力高度化フォーラムに参加を！
・
“女帝”と秋田
秋田大学名誉教授 渡部 育子
・教育研究・運営カウンシルを開催
・校舎の分離と統合－学部の歴史をたどる⑧
みなおと No.12（2019 年 3 月 1 日発行）
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_12.pdf
・第５回あきたの教師力高度化フォーラムを開催
・国際交流等学術研究交流基金による海外留学報告
人間文化コース 澁川 早紀・秋林 鮎美
・理数教育コースの学び
理数教育コース数学専攻 3 年次 熊谷 奈都子・理科専攻３年次 篠﨑 さくら
・音楽教育研究室の活動
教育実践コース３年次 奥田 瑞季
・学部後期ＦＤ・ＳＤフォーラムを開催
・運動が苦手な学生の学習指導
スポーツ・健康教育研究室

佐藤 靖

・平成 30 年度秋田大学教育文化学部技術部技術研修プログラムを実施
・附属特別支援学校「わかはとショップ」開催について
附属特別支援学校教諭 伊藤 智華子
・第 1 回心理実践フォーラムに参加を！
・女性研究者支援コンソーシアムあきた賞を受賞して
地域社会・心理実践講座 小野寺 倫子
・平成 30 年度附属学校学部共同委員会総会及び研修会
こども発達・特別支援講座

藤井 慶博

・困難が人を鍛え、人を成長させる
秋田商工会議所会頭 三浦

廣巳

・本学部・研究科同窓会「旭水会」との連携協定を締結
・「未来に向けて」
秋田県あきた未来創造部次長 真壁 善男
・校舎の耐震改修－学部の歴史をたどる⑨

