
学部・研究科情報誌みなおと ２０２０年度掲載記事一覧 

 
みなおと No.25（2020 年 4 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_25.pdf 

・第５回模擬授業フェスティバルを開催 
  理数教育コース 3 年次 佐々⽊隆紀・教育実践コース 3 年次 神⾺卓也 

教育実践コース 2 年次 ⽇諸怜奈 
・病気の⼦どもの教育⽀援のための研修会に参加して 

特別⽀援教育コース 2 年次 東海林 天 
・2020 年 3 ⽉卒業⽣・修了⽣のみなさんへの祝辞 
  教育⽂化学部⻑・教育学研究科⻑ 佐藤 修司 

秋⽥⼤学教育⽂化学部同窓会「旭⽔会」会⻑ 千葉 昭 
・2020 年 3 ⽉で退職された教員の⽅々 
・2020 年度主な役職者等の紹介 
・【学⽣協議会学⽣委員会便り①】ご⼊学おめでとうございます 

地域社会コース 4 年次 森井基貴・国際⽂化コース 3 年次 鈴⽊進之介 
・⼊学⽣のみなさんへ 

教育⽂化学部⻑・教育学研究科⻑ 佐藤 修司 
 
みなおと No.26（2020 年 5 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_26.pdf 

・新任の先⽣⽅からのメッセージ 
英語教育コース 平良⼀史・理数教育コース 原⽥勇希 
こども発達コース 鈴⽊ 翔・保坂和貴 
国際⽂化コース 中村 寿・⼼理実践コース ⽊村久仁⼦ 
教職実践専攻 栗林 守 

・年度末・当初の役職の退任及び着任のご挨拶 
国際⽂化講座 志⽴正知・地域社会・⼼理実践講座 上⽥晴彦 
教育実践講座 成⽥ 雅樹・教育実践講座 外池 智 
英語・理数教育講座 佐藤 学・教職実践専攻 鎌⽥ 信 

・２０２０年度⽇本学術振興会科学研究費の新規採択状況 
・【学⽣協議会学⽣委員会便り②】⾃宅待機でこころがけていること 

地域社会コース 3 年次 池⽥咲希 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・【修正版】２０２０年度主な役職者等の紹介 
・２０２０年度事務部・技術部等（本学部・研究科関係）の体制 
 
 



みなおと 増刊号（2020 年 5 月 13 日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_26_z.pdf 
・⼤学⽣活について こども発達・特別⽀援講座 佐藤修司 
・学校教育課程の新⼊⽣・在学⽣の皆さま 教育実践講座 遠藤敏明 
・サークルに⼊った⽅がいいのか？ 地域社会・⼼理実践講座 和泉 浩 
・誰かと繋がろう 地域社会・⼼理実践講座 柴⽥ 健 
・「閉じこもり⽣活」の過ごし⽅（前編） 地域社会・⼼理実践講座 中野 良樹 
・⽊の芽時 こども発達・特別⽀援講座 鎌⽥ 信 
・ZOOMで友達とつながろう！ 英語・理数教育講座 林 信太郎 
・町を捨てよ、書を読もう こども発達・特別⽀援講座 ⼩池 孝範 
・ダイバーシティ（多様性） こども発達・特別⽀援講座 武⽥ 篤 
・違いを楽しむ 地域社会・⼼理実践講座 林 良雄 
・「閉じこもり⽣活」の過ごし⽅（後編） 地域社会・⼼理実践講座 中野 良樹 
・昨⽇・今⽇・明⽇ 三つの世界のはざまで 国際⽂化講座 ⻑⾕川 章 
・秋⽥⼤学教育⽂化学部附属特別⽀援学校の紹介 こども発達・特別⽀援講座 藤井慶博 
・映画鑑賞のすすめ 地域社会・⼼理実践講座 ⾅⽊智昭 
・時間の進み⽅は⼈それぞれ？ 英語・理数教育講座 林 正彦 
・インターネット上で本を読もう！ 地域社会・⼼理実践講座 上⽥晴彦 
・温かい⽇課 英語・理数教育講座 佐々⽊ 雅⼦ 
・「⽇常⽣活」観察のすすめ（1） 地域社会・⼼理実践講座 篠原秀⼀ 
・「⽇常⽣活」観察のすすめ（2） 地域社会・⼼理実践講座 篠原秀⼀ 
・今年の『⽇本⽂化理解』 国際⽂化講座 志⽴正知 
・「いつも通りの私」でいるために 地域社会・⼼理実践講座 北島 正⼈ 
・ねぇ，⼈間？ こども発達・特別⽀援講座 ⼭名裕⼦ 
・何もしないをしよう 地域社会・⼼理実践講座 ⽊村久仁⼦ 
・始点と終点について こども発達・特別⽀援講座 佐藤修司 
 
 
みなおと No.27（2020 年 6 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_27.pdf 

・アメリカジョージア⼤学での在外研究を終えて 
こども発達・特別⽀援講座 瀬尾 知⼦ 

・歴史の中の国境と国家−『百年戦争−中世ヨーロッパ最後の戦い』（中央公論新社､2020.3） 
国際⽂化講座 佐藤 猛 

・【学⽣協議会学⽣委員会便り③】遠隔授業への臨み⽅と⼯夫 
国際⽂化コース２年次 ⼯藤やよい 

・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・指導教官から指導教員へ−学部の歴史をたどる㉒ 



みなおと No.28（2020 年 7 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_28.pdf 

・新⼊⽣の声を聴きました（その 1） 
教育実践コース 1年次 渡部温⼦・柴⽥光友・鈴⽊⽇和理・千葉優美・⾼桑千奈・⼩林芽以 
理数教育コース 1年次 武藤慈英・特別⽀援教育コース 1年次 渡邊⿇未・齋藤美海 
地域⽂化学科 1年次 佐藤萌⾳ 

・【学⽣協議会学⽣委員会便り④】空き時間の過ごし⽅ 
国際⽂化コース２年次 須藤 奏 

・学校・⼦供応援サポーター⼈材バンクに登録しよう 
・【研究紹介】障害児者の社会参加とキャリア発達 
 特別⽀援教育コース 前原和明 
・【同窓⽣から】ムササビとの出会い 
 教職実践専攻特別教授 秋元卓也 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・教育実習と教職⼊⾨と教職実践演習−学部の歴史をたどる㉓ 
 
みなおと No.29（2020 年 8 月 3日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_29.pdf 

・新任の先⽣からのメッセージ 英語・理数教育講座 加藤 慎⼀ 
・【学⽣協議会学⽣委員便り⑤】学⽣⽣活の過ごし⽅ 

地域社会コース 2 年次 ⾼橋 元気 
・【学⽣協議会学⽣委員便り⑥】withコロナでの学⽣⽣活の過ごし⽅ 〜zoomランチタイム〜 

教育実践コース 3 年次 松井 佑実 
・【研究紹介】地⽅⾃治体のシティプロモーション 
 地域社会・⼼理実践講座 益満 環 
・【研究紹介】ドゥルーズと⼈間の哲学 

国際⽂化講座 ⼩倉 拓也 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
 
みなおと No.30（2020 年 9 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_30.pdf 

・秋⽥⼤学オンラインオープンキャンパスを開催 
⼈間⽂化コース 4 年次 ⼩松舞⼦・特別⽀援教育コース 4 年次 嶋﨑友貴 

・⾳楽教育研究室から〜在校⽣ガイダンス・オリエンテーションに参加して 
教育実践コース 1年次 柴⽥ 光友・２年次 藤原 真優・３年次 武⽯ 早穂 

・⼤学院説明動画を公開 
・【学⽣協議会学⽣委員便り⑦】コロナ下での学⽣⽣活・テレビ編 

⼼理実践コース 2 年次 佐藤 翔太 



・【研究紹介】理科教育を科学する，基礎研究の世界にようこそ！ 
 英語・理数教育講座 原⽥勇希 
・【研究紹介】The Yellow Pimpernel and the Mystery of M.H. Thamrinʼs Death in 1941 
Brad Horton（International Cultural Studies Program） 

・秋⽥⼤学教育⽂化学部附属特別⽀援学校がミニ学校展を開催 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・後期の授業の実施について  教育⽂化学部⻑・教育学研究科⻑ 佐藤 修司 
 
 
みなおと No.31（2020 年 10 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_31.pdf 

・９⽉２８⽇後期授業が始まり、学⽣が⼊構できるようになりました 
・【学⽣協議会学⽣委員便り⑧】「あきた未来カフェ」について 

地域社会コース 3 年次 ⼩松千亜希 
・インクルージョン時代の今、通常学校に求められること 
−第 10 回あきたの教師⼒⾼度化フォーラムを開催− 

・地域連携懇談会フォーラムを開催 
・【研究紹介】これまでの研究：教授法、留学と⼼理、そして教科書分析 
 英語・理数教育講座 英語教育コース 平良 ⼀史 
・【研究紹介】Sociological Studies of Peer Culture in Adolescence 
Sho, SUZUKI (Combined Courses for Child Development and Special Needs Education) 

・附属特別⽀援学校⾼等部の⽣徒らが商店街の清掃活動を⾏いました 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・後期の授業や構内での活動について  教育⽂化学部⻑・教育学研究科⻑ 佐藤 修司 
 
みなおと No.32（2020 年 11 月 2日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_32.pdf 

・地域連携ゼミ・たかえん班の実習活動をご紹介します！ 
地域社会コース 3 年次 畠⼭友那・尾形美空・菊地菜央 

・新任の先⽣⽅からのメッセージ 
⼼理実践コース 綾部直⼦・地域社会コース ⾼橋環太郎 

・ＩＣＴの「強み」を⽣かせる教師を育てるために 
こども発達・特別⽀援講座 細川 和仁 

・【研究紹介】⽂献をたよりに失われた東欧の⾵景を蘇らせる試み 
−第⼀次世界⼤戦期東欧のドイツ語⽂学− 

 国際⽂化講座 中村 寿 
・【研究紹介】遊びの世界を演出する⽅法の探求 
 こども発達・特別⽀援講座 保坂 和貴 



・對⾺達雄著『ヒトラーの脱⾛兵−裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー』（中公新書、2020 年 9⽉） 
紹介 

・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
 
みなおと No.33（2020 年 12 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_33.pdf 

・横⼿やきそばチャンピオンズカーニバルでのボランティア活動について 
地域⽂化学科 1年次 ⼩⽥嶋来輝 

・教職⼤学院東成瀬村・美郷町研修旅⾏ 
 カリキュラム・授業開発コース ⼩野彰⽃・伊藤真⾥奈・清⽔⾥沙・三保 翔 
・オータム・キャンプ２０２０を実施 
・【研究紹介】研究の視点で⾒る臨床⼼理⼠の実務 
 ⼼理実践コース担当 ⽊村 久仁⼦ 
・【研究紹介】数学的な⾒⽅・考え⽅を⽣かした算数・数学の教材と授業デザインに関する研究 
 理数教育コース担当 加藤 慎⼀ 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
 
みなおと No.34（2021 年 1 月 6日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_34.pdf 

・第７期（2020-2021年度）学⽣協議会を開催 
 【学⽣委員代表・副代表から】地域社会コース３年次本庄祐介・2 年次⾼橋元気 
・附属学校園⽣徒等の学⻑表彰式を実施 
・【研究紹介】観光学における島嶼地域を対象とした研究 

地域社会コース担当 ⾼橋環太郎 
・【研究紹介】睡眠問題に対する⼼理社会的⽀援に関する研究 
 ⼼理実践コース担当 綾部直⼦ 
・スクールリーダー研修講座を開催 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・２０２１年の年頭にあたって 

教育⽂化学部⻑・教育学研究科⻑ 佐藤修司 
 
みなおと No.35（2021 年 2 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_35.pdf 

・地域連携ゼミを通じて学んだこと 地域社会コース３年次⽥中舞⼦ 
・教育研究カウンシル・運営カウンシル合同会議を開催 
・国際交流等学術研究交流基⾦の助成事業の成果報告会を開催 
・「あきたリモート天⽂台 ホシゾラボ」を開催 
・令和 2 年度「秋⽥⼤学における障害者の⽣涯学習モデル講座」の実施報告 



特別⽀援教育コース担当 前原和明 
・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
 
みなおと No.36（2021 年 3 月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_36.pdf 

・2020 年度パイロットリサーチプロジェクトの成果 
 ⼤仙市の発酵⽂化発信プロジェクト 地域社会コース 3 年次佐々⽊⽇向⼦ 
 特定地域研究ゼミを終えて 地域社会コース 3 年次⼾松知奈美 
・柔道の安全指導冊⼦のイラスト作成をして 教育実践コース 4 年次馳尾幸太郎 
・第６回模擬授業フェスティバルを開催 

こども発達コース 3 年次美⾕沙希、教育実践コース 3 年次渡部ひかる・⽇諸怜奈 
理数教育コース４年次三坂凌、教育実践コース 2 年次松渕朗⼦ 

・新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌の取り組み 
・附属学校附属学校学部共同委員会総会及び研修会を開催 
・第 11回あきたの教師⼒⾼度化フォーラムを開催 
カリキュラム・授業開発コース 1年次⼩野彰⽃・庄司 航 

・2021年 3 ⽉末で退職される先⽣⽅からのメッセージ 
定年退職にあたって〜嵐とともに秋⽥での四半世紀〜：嵐（激しく乱すもの。また、事態や社会を揺る

がす重⼤事） ⼼理実践コース 森 和彦 
退職に際して 英語教育コース 佐々⽊和貴 
ご褒美 教職実践専攻 廣嶋 徹 
お世話になりました 教職実践専攻 奥 瑞⽣ 
離任に当たって 教職実践専攻 三浦 亨 


