
学部・研究科情報誌みなおと ２０２１年度掲載記事一覧 

 

みなおと No.37（2021年 4月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_37.pdf 

・３月２２日卒業式を挙行 

・３月３１日退職辞令交付式 

・秋田県自作視聴覚教材交流発表会最優秀賞を受賞して 理数教育コース 3 年次 佐々木優花 

・学生の地域貢献活動 国際文化コース 3 年次 杉浦紫花 

・新型コロナウィルス感染拡大防止の取り組み 

・【研究紹介】教育と福祉の連携・協働のあり方に関する研究 

鈴木 徹・前原和明・藤井慶博・武田 篤(こども発達・特別支援講座) 

・第 1 回附属学校地域共同協議会を開催 

・令和 2 年度技術部研修会を開催 技術部研修担当 

・２０２１年度主な役職者等の紹介 

・卒業・修了おめでとうございます 教育文化学部長・教育学研究科長 佐藤修司 

・入学おめでとうございます 教育文化学部長・教育学研究科長 佐藤修司 

 

みなおと No.38（2021年 5月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_38.pdf 

・新任の先生方からのメッセージ 

地域社会コース Wan Jianggyun、心理実践コース Hou Yuejiang 

教職実践専攻 櫻庭 直美・林崎 勝・小松 睦子 

教職高度化センター 越中谷 俊悦・今田 智範 

・４月５日入学式を挙行 

・４月６日新入生ガイダンスの風景 

・秋田大学：令和 2 年度学生表彰の表彰式を挙行 

教育実践コース 2 年次 仁村真由香、3 年次 熊谷 魁 

・秋田大学：本学教育文化学部附属学校園における学長表彰式を開催 

・４月２４日スタージュ・スプリングキャンプ２０２１を開催 

・【研究紹介】共生社会の実現に向けた社会的包摂の取り組みの実証的研究 

北島正人（地域社会・心理実践講座）・山崎義光（教育実践講座）・小池孝範・鈴木徹（こども発達・特

別支援講座） 

・令和２年度 FD・SD フォーラム報告 ＦＤ推進委員長 臼木智昭 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

・TOEIC-IP 受験について 国際交流委員会 

・２０２１年度事務部・技術部等（本学部・研究科関係）の体制 
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みなおと No.39（2021年 6月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_39.pdf 

・令和４年度大学院教育学研究科説明会を開催します 

・秋田大学教職大学院はどんなところ？ 

カリキュラム・授業開発コース 2 年次 佐藤大星 

発達教育・特別支援教育コース 1 年次 嶋﨑友貴 

・大学院心理教育実践専攻で学び，心理専門職としてはばたく 

心理教育実践専攻 修士２年 冨谷 咲和・修士１年 黒木 雪乃 

・秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要第 43 号を発行 

・秋田大学教育文化学部紀要第 76 集を発行 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

・２０２１年度日本学術振興会科学研究費の新規採択状況 

・秋田大学名誉教授 肥田 登 先生が瑞宝中綬章を受章 

 

みなおと No.40（2021年 7月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_40.pdf 

・教育文化学部の就職支援について キャリア委員会委員長 篠原 秀一 

・就職情報室の新人挨拶と来室お誘い 

・卒業生の就職体験談 秋田市立日新小学校 加藤 悠芽 

秋田市役所 細田 さりな 

株式会社北都銀行 中津川 一真 

・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 古谷 周・勝田 雪絵 

・附属幼稚園・小学校・中学校の公開研を実施 

教職実践専攻カリキュラム授業開発コース 3 年次 本田 和也 

・【卒業生からのメッセージ③】教育学研究室での思い出 

秋田県教育庁北教育事務所山本出張所 社会教育主事 櫻庭 直（平成 8 年 3 月卒業） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

 

みなおと No.41（2021年 8月 2日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_41.pdf 

・教育研究・運営カウンシル合同会議を開催 

・秋田大学 ONLINE オープンキャンパスを開催 

・出前講座「太平中学校と火山の不思議な関係－巨大噴火と火山の化石」を実施 

・出前講座「海の生き物の多様性を知ろう 男鹿の特産品も そして SDGｓも」を実施 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 
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みなおと No.42（2021年 9月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_42.pdf 

・第 12 回あきたの教師力高度化フォーラムに参加しよう 

・第 2 回シティズンシップ講座（カモンれく）に参加しよう 

・理数教育コースでの学び 

 理数教育コース 3 年次 菊池亜美・菅原瑞生 

・附属特別支援学校「夏のセミナー」を開催 

教職実践専攻 1年次 今井 彩・大塚邦子・嶋﨑友貴 

・令和 3年度第 1回附属学校地域協働協議会を開催 

・コロナ禍における学部 1年次学生の声 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

・教育文化学部の学生のみなさんへ  教育文化学部長 佐藤修司 

 

みなおと No.43（2021年 10月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_43.pdf 

・2021 年度聖公会大学校韓国語学堂によるオンライン韓国語研修 

教育実践コース 3 年次 奥山容子・国際文化コース 3 年次 佐々木捺子・篠山葉月 

国際文化コース 2 年次 熊本柚月 

・心理実践コースでの学び 

心理実践コース 3 年次 森 智基・アマンダ レン リナ 

・【卒業生からのメッセージ④】イギリス留学を通じて得たもの・目指すもの 

University College London 齋藤沙夜花 

・秋田大学教育文化学部天文台 9 月イベントの報告 

総括技術長 成田堅悦・ 技術長 毛利春治 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

 

みなおと No.44（2021年 11月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_44.pdf 

・新任の先生方からのメッセージ 

英語教育コース 畠山 研・地域社会コース 石黒 武秀 

国際文化コース 清水 翔太郎 

・10/5 に第 2 回シティズンシップ講座（カモンれく）を開催 

地域文化学科 1 年次 吉澤明日奏・山郷七葉・伊藤芽玖・土佐友理香・長谷川栞那・野尻笑茉・ 

小嶌はるか・高橋幸弥 

・10/9 にあきたの教師力高度化フォーラムを開催 

・こども発達コースでの学び  

こども発達コース 3 年次 佐藤 香・志賀 月海 

・コロナ禍における伝統文化継承－湯沢七夕絵どうろうまつりに参加して－ 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_42.pdf
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国際文化コース 3 年次 大渕莉子 

・【卒業生からのメッセージ⑤】学びの日々と今が繋がる 

秋田県立能代高等学校教諭 鈴木 公貴 

・10/15・16 に教職大学院の研修旅行を実施 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

 

みなおと No.45（2021年 12月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_45.pdf 

・11/6 に「スタージュ・オータムキャンプ 2021」を開催 キャリア委員会副委員長 細川和仁 

教育実践コース３年次 菅原梨央、英語教育コース３年次 大友静伶菜 

・11 月 5 日に避難訓練を実施 

・国際文化コースでの学び 

国際文化コース 3 年次 鈴木りさ子・須藤奏 

・11/12 附属中学校秋季公開研究業議会を実施 

・【卒業生からのメッセージ⑥】心理士として踏み出した今 

特別医療法人仁政会杉山病院 進藤晴美 

・佐々木厚名誉教授が瑞宝中綬章を受章 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

 

みなおと No.46（2022年 1月 4日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_46.pdf 

・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 伊藤千穂・進藤佳音 

・特別支援教育コースでの学び 

特別支援教育コース 3 年次 棟方のぞみ・伊東大樹 

・11/29 附属小学校オープン研修会を実施 附属小学校長 外池 智 

・11/30 附属幼稚園 秋の保育研究会・講演会を実施 

こども発達・特別支援講座 保坂和貴 

・12/16 学生協議会学生委員と学部長との懇談会を実施 

・【卒業生からのメッセージ⑦】農業振興普及課での仕事と大学での学び 

秋田県北秋田地域振興局農林部農業振興普及課企画・振興班 児玉佳乃子 

・【卒業生からのメッセージ⑧】悩みながら学んでいくこと 

特定医療法人荘和会 菅原病院 三船夏実 

・12/2 オンライン学部オープン説明会を開催 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 
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みなおと No.47（2022年 2月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_47.pdf 

・学生協議会学生委員代表から 

学生委員代表抱負 地域社会コース 3 年次 高橋元気 

・2/18・19 に秋田の教師力高度化フォーラムを開催します 

・【卒業生からのメッセージ⑨】信用保証協会での仕事と大学での学び 

秋田県信用保証協会 清水 寛 

・1/19 オンライン学部オープン説明会、1/20･21 オンライン模擬授業を開催 

・1/18 教育研究カウンシル・運営カウンシル合同会議を対面で開催 

・1/29 附属特別支援学校の公開研究協議会を開催 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

 

みなおと No.48（2022年 3月 1日発行） 

https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/pdf/magazin/minaoto_48.pdf 

・大仙産日本酒「宵の星々」の完成報告 

・2/22 第 7 回模擬授業フェスティバルを開催 

教育実践コース３年次 松渕朗子、英語教育コース３年次 堀井明日香 

・令和 3 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 

こども発達・特別支援講座 前原和明 

・2/16 秋田大学教育文化学部附属学校学部共同委員会総会及び研修会を開催 

・2/18-19 第 13 回あきたの教師力高度化フォーラムを開催 

・2022 年 3 月で退任される先生方からのメッセージ 

 教育実践コース 爲我井壽一、教職実践専攻 小松睦子・林崎 勝 

・卒業・修了おめでとうございます 

教育文化学部長・教育学研究科長 佐藤修司 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 
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