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第 12 回あきたの教師力高度化フォーラムに参加しよう

○申込 URL https://forms.office.com/r/MJnYAQh2jb
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○申込締切 ９月 30 日（木）17 時まで

第 2 回シティズンシップ講座（カモンれく）に参加しよう
シティズンシップ講座とは、市民や公民、主権
者として必要な教養を身につけるための講座
で、課程と学科、コース、専攻の違いを超えてとも
に学ぶ場を設定しようとするものです。「カモン
れく」の「カモン」は学部のマスコットキャラクタ
ーである「カモン」から来ています。「れく」は、
レクチャーのレクです。第 1 回を 2019 年 1 月 23
日に、
「成年とは～18 歳になったらどうなる？～」
と題して、西野大輔弁護士に講演をしていただき
ました。
だいぶ間が空きましたが、同様のテーマで、第 2
回のシティズンシップ講座を以下のように開催し
ます。
〇日時：2021 年 10 月 5 日（火） 12:50～14:20
〇Zoom 配信によるオンライン開催
〇テーマ
「成人年齢引き下げで学生生活はどうなる？」
〇講師：廣田朋子（ﾋﾛﾀﾄﾓｺ）弁護士
山田雄一郎（ﾔﾏﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ）弁護士
〇内容
・成人年齢引き下げがもたらす問題
消費者被害やアルバイト（ブラックバイト）
など
・弁護士の仕事内容
・法テラスの仕事内容
・質疑応答

この講演会は小野寺先生の「法学概論」の授業
として実施しますが、本学部・研究科の学生であ
れば、希望者は誰でも視聴可能です。「法学概論」
受講者以外については、
希望者に個別に Zoom の ID
やパスコードを知らせます。9 月 28 日までに
ssato@gipc.akita-u.ac.jp 申し込んでください。
この講演会は法テラス法教育事業の一環として
実施されます。
以下は政府広報オンラインからの抜粋です。
https://www.govonline.go.jp/useful/article/201808/2.html#a1
2018 年 6 月 13 日、成人（成年）年齢の引き下げ
を主な内容とする「民法の一部を改正する法律」
が成立しました。この法律の施行日である 2022 年
4 月 1 日以降、成人年齢は 18 歳となります。明治
時代から今日まで約 140 年間、日本での成年年齢
は 20 歳と民法で定められていました。これによっ
て、18 歳、19 歳の人は 2022 年 4 月 1 日に新成人
となります。
近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民
投票の投票権年齢を 18 歳と定めるなど、18 歳、19
歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらう
ための政策が進められてきました。こうした中で、
市民生活に関する基本法である民法でも、成年年
齢が 18 歳に引き下げられることになりました。な
お、世界的にも成年年齢を 18 歳とするのが主流と
なっています。
現在の 1 年次の学生から影響が及ぶ
わけですが、その他の年次の学生にと
っても、成人となることがどのような
ことを意味するのか、どのような権利
を持てるのか、どのような責任と危険
を背負うのかは極めて重要なことで
す。万が一トラブルに巻き込まれてし
まった場合は、誰にどうやって相談す
ればよいのか、自分の権利や利益を守
るためにどのような行動をとればよい
のか。ぜひ参加して、知って、考えてみ
てください。
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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
理数教育コースは、数学や理科を中心として小
学校、中学校、高等学校の教員を目指して日々学
んでいます。１年生から、数学専攻と理科専攻に
分かれ、専門的な知識を学びながら数学教育・理
科教育に活かせないか、また、それぞれの教育と
はどのようなものなのかを探究していきます。
私が専攻する数学では、解析学、幾何学、代数
学、
統計学の専門的な知識と数学教育を学びます。
専門性を高めたり、自分が教員になったときにど
んな授業をしたいか具体的に考えたりしています。
新しく学ぶ事ばかりで、悩んだり、なかなか答え
にたどり着くことができなかったりすることがあ
りますが、周りの仲間や教授に質問したり、意見
を交わしながら考えを深めていきます。数学教育
研究室は、学生間だけでなく教授とも距離が近い
ので、自分の分からないことを気兼ねなく聞くこ
とができて、学ぶことを楽しみながら、たくさん
のことを吸収できます。
また、様々なイベントを通して他学年や教授た
ちと交流を深めています。コロナ禍で最近は行う
ことができていませんが、
新入生歓迎会やお花見、
スポーツ大会などイベントがたくさんあります。
そこでは、普段見ることができない他学年や教授
の姿を見ることができ、これらをきっかけに人と
のつながりができます。また、理数教育コースで
も、5 月に 1 年生と教授でまんたらめでバーベキ
ューをするので数学・理科関係なくコース全体が
居心地の良いのも特徴です。
このように私たちは、同じ目標に向かってお互
いを高め合いながら、好きなことに好きなだけ打
ち込むことができています。豊かな人間関係を育
み、充実した学生生活を送ることができるのがこ
のコースの魅力です。

理数教育コース 3 年次 菅原瑞生
理数教育コースは、小学校教諭、中学校教諭（数
学又は理科）、高等学校教諭の免許を取得でき、
理科･数学の専門的知識や観察･実験のスキルを身
につけることが出来ます。1 年次から理科か数学
かを選択し専門的に学んでいきます。
ここでは、理科を専攻した場合の流れを紹介し
ていきたいと思います。1 年次では必修科目であ
る基礎教育科目と初等教育学と共に、
基礎物理･基
礎化学･基礎生物･基礎地学といった、学問の基礎
となる部分について学びます。高校まで履修して
いない教科があっても、少人数授業のため疑問点
を解決しながら知識を身につけることができます。
2 年次では､実験を中心とした講義になっていき
ます。物理･化学･生物･地学それぞれで、自分で実
験装置を作成するものや材料を調達するものなど、
基礎から応用まで多彩な実験を行うことが出来ま
す。また、理科教育学演習がはじまり、教材研究
や指導案を作成し模擬授業を行います。学生同士
が指摘をし合い、さらに現場での経験のある教授
に指導いただけるため、確かな授業力指導力が身
につきます。3 年次からは研究室に配属され、自
分の専門について学びを深めることはもちろんの
こと、コロナ禍で難しくなってしまいましたが、
研究室独自の楽しい行事も開催されます。これら
に加えて、2 年次から教育実習が行われます。現
場でしか学ぶことができないことも多く、講義で
学んだことを実践できる場でもあるため、より深
い学びを得ることができます。
理数教育コース理科専攻は、教授と学生のコミ
ュニケーションが多く、学生も切磋琢磨し合うた
め、より充実した環境で理科の専門的な知識や指
導力を強化することが出来ます。理科を専門とす
る教員を目指す人にとって、豊かな学生生活を送
ることが出来るのではないでしょうか。
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附属特別支援学校「夏のセミナー」を開催
2021 年 8 月 18 日、附属特別支援学校の「夏の
セミナー」を Zoom にて開催しました。県内外から
90 名ほどの参加がありました。県外では、北海道
や青森、福島、東京、新潟、石川、大阪、岡山、香
川から参加があり、文部科学省総合教育政策局男
女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援
推進室からも 4 名の参加がありました。

らがゆり支援学校で実践した取組が参考になりま
した。
ゆり支援学校が平成 30 年度からスタートさせ
たコミュニティスクールでは、地域と学校が共に
児童生徒を育てていけるようにワークショップ型
の「熟議」を実施しています。対話を通じて、地域
の方と学校目標を共有し、地域の方が当事者意識
をもって「自分には何ができるか」と考え、意見を
出しています。まさに地域と学校が継続的に協働
して関わるための土台作りが行われています。同
じく話題提供をしてくださった文部科学省の鈴木
さんも、
「ネットワークをつくるための対話」が学
校卒業後も地域と関わっていくためのポイントで
あると話していました。
協働して関わるためには、目標を共有し、とも
に力を合わせていくことが大切です。学校と地域、
児童生徒に関わる大人がチームになって「児童生
徒のために何ができるか」という思いを重ねてい
く機会をもつことの必要性を感じました。
↓地域とつながる WG グラレコ（話題提供）

【教職大学院生の報告】
地域とつながる WG
教職実践専攻 今井 彩
地域とつながる WG では、児童生徒が地域と継続
的に協働して関わるために、どのように地域へ働
き掛けていくかということについて、話題提供や
意見交換がありました。
附属特別支援学校と関わる地域の方へのアンケ
ート調査において、継続して関わる理由に「社会
奉仕」といった回答内容があったことから、協働
して関わることができる関係性を構築することに
課題があると言えました。また、関わりを続ける
ための要望として地域の方から「もっと声をかけ
てほしい」「互いのメリットになれるようにした
い」という回答内容がありました。そこで、話題提
供をしてくださった生涯学習センターの柏木先生

ワーキンググループ「オリジナルマップの活用推
進」に参加して
教職実践専攻 大塚邦子
児童生徒が夢や思いを具現化するためのツール
としてのマップを活用した実践例から，その目的
やこれからの活用方法について意見交換が行われ
た。
高等部では，Google my map を用いて学習した
場所や行きたい場所を記録して 1 人 1 人が「マイ
マップ」を作成している。自分の行った場所やこ
れから行きたい場所をマップで確かめることで視
覚的に自分の学習の履歴を振り返ることができる
ようにしていた。それはこの地域で暮らし働くこ
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とを意識することに
もつながり，マップ
を用いた「私の応援
計画」ともなってい
るのである。知的障
害のある児童生徒は
直接的な空間（実際
に行った場所）と，
他の空間（地図など
の 2 次元空間など）
がつながりにくい。
自分が生活している
空間が地図上のどこ
かを知ることで具体
と抽象が合体する。このように既存のアプリを用
いたＩＣＴの活用により，児童生徒の生活空間を
広げていくことが可能となるのである。ＩＣＴを
用いることで，そのような利点もあるのだと気付
くことができた。
マップは視覚的に分かりやすく，小・中学校で
も活用していくことができると思う。マップを作
成することで自分の経験を確かめることとなり，
内容を相手に分かりやすく伝えるためのツールと
もなるだろう。また，コロナ禍で職場を訪問する
ことが難しいときにも地域の人とつながるための
ツールとして活用していくことも考えられる。今
日参加したことこで，ＩＣＴを活用した学びの可
能性がより広がったと感じることができた。

令和 3 年度夏のセミナー 講演について
教職実践専攻 嶋﨑友貴
先日、秋田大学附属特別支援学校にて、令和３
年度夏のセミナーが開催されました。本セミナー
の中で、東京学芸大学名誉教授の菅野敦先生によ
る「生涯学習力を高めるために学校で積み重ねる

学びについて」という演題での講演があり、そこ
での学びを中心に述べることとします。
まず、演題にもある「生涯学習力」に関して、菅
野先生は「人生全体を通して学んでいく力であり、
大人になればなるほど教わることが多い」と話さ
れていました。つまり、「学び」は学齢期で完結す
るものではないことを示唆しています。では、学
齢期における学校教育の役目として、どのような
能力や態度が身につくことを目指して教育をすれ
ば良いのでしょうか。この答えのひとつとして菅
野先生は「卒後の生活に向けた力」を挙げていま
した。卒後、子どもたちは社会に参画して活動し、
それぞれの人生を歩んでいきます。子どもたちが
社会の中で生き生きと生活を送れるよう、学校教
育はその土台作りをする必要があります。そのた
めにも、学校教育全体を通して学びに向かう姿勢
や態度を育てていき、子どもたちの「学ぶ力」を育
むことが大切になってくると述べていました。ま
た、「学ぶ力」を段階的・系統的に「働く力」に発
展させ、さらに「暮らす力」へとレベルを上げてい
けるような教育計画を立てていく必要性も述べて
いました。
以上のお話を受け、子どもたちが生涯を通して
学びを積み重ねていけるような「縦の関係」を視
野に入れ、学校教育を進めることが大切であると
認識できました。子どもたちにとって学校教育は
人生の通過点に過ぎません。卒業後、様々な場所
でたくさんの人と出会い、その人たちとのかかわ
りあいの中から学んでいくことも多いはずです。
このことから、学校は日頃より地域や関係機関と
共に支援や教育を進める視点をもち、「横の関係」
も強めていく必要があります。子どもたちが生涯
にわたって学び続けられるよう、縦と横の関係が
相乗的に効果を上げ、 弾力的な取組が今後一層
求められると感じています。
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令和 3 年度第 1 回附属学校地域協働協議会を開催
7 月 27 日に第 1 回の附属学校地域協働協議会を
開催しました。対面での実施を考えていました
が、コロナの感染拡大が見られること、委員全員
が十分な間隔をとって入れる会場、しかも冷房設
備のある会場がないことから、書面での開催とな
りました。
議事次第
1.附属学校地域協働協議会要項の一部改正につい
て
2.各学校園の運営状況について
・附属学校園のビジョン・アクションプランにつ
いて
・附属学校園の共通課題について
・年度計画進捗・達成状況確認票について
・研究・研修委員会について
・勤務改善委員会について
・学部共同委員会について
・情報化推進委員会について
3.各委員からの要望並びにご意見
4.その他
委員からの意見は以下のようなものがありまし
た。
〇「要項」第１条の改正部分について、さらに本協
議会の趣旨にふさわしいものになったように思い
ます。
〇「要項」第６条７条において、各部会について具
体的に示したことによって、さらに各事業が進
みやすくなるものと期待しております。
〇協議会要項第 1 条の子どもの「権利の実現及び
保護者と地域の福祉向上」に取り組むものとす
る。を付加したことは、学校地域協働協議会の
目的として連携・信頼関係を深める上でも大切
な文言である。
〇第６条「部会」・第７条「分科会」の設置条項に
より、附属四校園で広くまた、横断的に協議が
出来他では例のない研究事例にもなる。
○ビジョン１教育・ビジョン２研究・ビジョン３
合理的配慮・ビジョン４実習・研修は、附属小学
校の教育目標や学校経営、研究の全体構想の基
盤となり教育計画に具現化され、授業実践に結
びついている。
○２－２附属学校園の共通課題については、「先
導的・実験的な取組では、指導的役割を担う人
材の確保（教員養成や研究推進役）」「ICT を
活用した学習環境の整備とモデル校としての役
割」「専科制、外部講師、複数教員（ＴＴ）によ

る効果的授業の取り組み」など、秋大附属四校
園の教育実践は、全県の指導的先駆者的大きな
役割を担っている。「大学教員との連携授業」
「ICT を活用した教育活動」「道徳・英語学習・
プログラミング学習」「GIGA スクール構想に基
づいたタブレットやパソコンの有効活用」「オ
ープン研修会」など今後も大いに期待していま
す。
〇全ての附属学校園において、子供たちが安全で
充実した学校生活を送るために、教職員の皆様
が健全で高質な学校運営に心血を注いでいらっ
しゃることに深く敬意を表するとともに、微力
ながらそのお手伝いをすべく務めて参ります。
〇資料２－２附属学校園の共通課題について、５
の「四校園として育てたい子ども像」について
は、学校関係者以外の声も参考になるでは･･･？
と思いました。例えば普段子どもたちに出会っ
ている近隣の保戸野地区町内会長から簡潔なア
ンケート形式で答えていただければ、と思いま
した。
〇８の「障害者雇用による環境整備」については、
附中の人権、福祉に取り組む生徒会、附小の「よ
つば学習」、そして附特支校は附幼との交流の
他に近年地域に積極的に関わりを求めて活動
中。雇用では、大学や附特支校でも卒業生がが
んばっています。またセンター的機能も充実な
どもあり、構想の具体化を期待しています。
〇コロナ禍拡大の中、大学が示された四校園の予
防対策は、ホームページ等で紹介すると県民に
とっても有益な情報になると思いました。
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8/15 の鳥海山

コロナ禍における学部 1 年次学生の声
前期の教育経営論の授業（主に 1 年次が履修）
と、アネットによる 1 年次学生対象のアンケート
により、学部 1 年次の学生が、このコロナ禍にお
ける学生生活にどのような印象を持っているか、
学部にどのようなことを要望しているかなどを調
べました。学部として真摯に対応すべきことがた
くさん挙げられています。要望としては、
〇学食のメニューを増やしてほしい。
〇空き教室の WiFi 環境を整備してほしい。
〇図書館の本を増やしてほしい。特に歴史系。
〇「みなおと」への投稿方法を知らせてほしい。
といったことが挙げられていました。その他、以
下に学生の声を紹介します。
〇私はバイトはしておらず、サークルに所属して
いるのですが、そこで同級生や先輩方と直接関
わることが出来て、この状況の中では恵まれて
いる方だと思います。遠隔の授業では zoom のブ
レイクアウトルームを利用して、同じ授業を受
けている人と交流が出来てとても楽しいです。
また、欲を言えば、同じ学部や学科の人との交
流が少なく、あまり友達もいないので、そうい
った人との関わりがもう少しあると、大学生活
がより一層充実したものになると思います。
〇対面の授業がないので学習内容を理解できるか
心配でしたが、先生方が分かりやすく資料を示
して下さったり質問の機会を設けて下さったり
したので、充実した学習をすることができまし
た。
〇コロナ禍で始まった学生生活。対面授業も少な
く、人と関わる機会があまりなく不安で始まっ
た４月。全てが新鮮で大学生活に慣れことに時
間がかかりましたが、今ではサークルや講座、
授業で一緒になった子と友達になり楽しんで生
活できています。日々何が起こるか分からない
今の時代ですが、変化に対応していく柔軟性や
このような状況下でも学修できるという感謝の
気持ちをもって充実した学生生活を送りたいと
思います。
〇オンラインでの授業が中心で、何気ない会話を
誰かとするのが難しい状況にあり、精神的につ
らい時期があった。すべて一人でなんとかしな
きゃと思うことがあったり、授業の理解度や課
題の進み具合など、他の人の進度が分からない
分不安なことが多かった。だが、サークルなど
で同級生や先輩と仲を深めることができて、大
学で生活を少し実感できた。
〇オンライン授業が主なので、あまり学校に行か

なくてもいいのがかなり助かっている。その分、
人との繋がりはほとんどないが、今のところは
あまり影響がない。私はアルバイトをしている
が、比較的順調なので、これからも続けていき
たいと思う。１番の弊害はやはりコロナウイル
スによる自粛で、自分がしたかったことが何一
つできていないのがとてももどかしい。卒業ま
でにはおさまってほしいが、その頃には今ほど
自由な時間もないような気もするので、正直残
念な気持ちでいっぱいだ。
〇大学に入学してから同じ学部の人たちだけでな
く、部活の先輩や別の学部の人との交流など、
人とのかかわりがすごく増え、とても充実して
いるように感じます。zoom の授業が多いため、
あまり仲良くなりやすい環境とは言えません
が、ブレイクアウトルームなどでたくさんの人
と話すことができてとても楽しいです。
〇かなりの頻度で学校で Zoom の授業を受けてい
たので、わりと友達はできたように思います。
学校に行っていなかったら、友人関係は広がら
なかっただろうなと思います。(これから友達を
つくっても、全然大丈夫だと思います！)先生と
学校ですれ違っても、自分は画面上で先生の顔
を知っていますが、当然先生は私たちのことを
よく知らないので、少し寂しいなと思います。
〇大学に来て授業のほとんどがオンラインで行わ
れることに驚いた。Zoom 等の授業で名前は知っ
ていて話したこともあるが、直接会ったことが
ない人がたくさんいるのは悲しいと思った。サ
ークルやアルバイト先でたくさんの友達、先輩
と話すことができて楽しい。
〇県外から来たため、友達ができるか不安でした
が、実技や部活の時間を通して、相談できる友
達や先輩がたくさんできて良かったです。"
〇アルバイトや学校のオンライン授業も慣れては
きたが、やはり対面の授業を行ってほしいです。
感染拡大が著しい首都圏にある大学では対面授
業が行われ、友達が出来やすい環境だったり外
に出る機会がたくさんある様子を見ると、対面
授業を行ってほしい気持ちがさらに高まってい
ます。
〇新型コロナウイルスの影響でほかの学生と話す
機会が少なく、勉強でわからないことがあって
も、同じ講義をとっている学生の知り合いがい
なくて心細いと思っています。しかし、私の自
宅は秋田市外で大学に着くまで時間がかかるの
で、自宅でもできるリモート授業で助かったと
思うことの方が多かったのも事実です。自宅か
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らでも同じ講義をとっている学生同士が話せる
機会があれば、とても便利だと思います。
〇授業については、はじめの頃はオンライン授業
に慣れず、積極的に参加できていなかったなと
感じます。しかし、日が経つにつれて授業にも
慣れ、部活動などで友達もでき楽しく生活でき
ています。部活では、他学部の友達・先輩と関わ
ることができるいい機会なので入部して正解だ
ったと感じています。
〇入学当初から、コロナに対する不安感とコロナ
によって登校できないことで新たな友人関係が
築けない焦りで葛藤していた。
〇オンラインの授業がほとんどで、対面の授業が
少なかったので、友達をつくる機会が少なかっ
た。後期はもっと対面授業が増えてほしい。
〇入学してからほとんどオンラインの授業のた
め、あまり先輩と関わる機会が少なかったと感
じる。
〇あまり人と会う機会が無い分、会える機会を大
切にしようと思えるようになった。だいぶ今の
生活様式に慣れたが、不安なことの共有などは
しにくいと感じる。
〇コロナにかかわる規制に関しては、秋田大学は
ほかの大学よりも厳しいという風な意見をよく
聞きますが命を守るために必要なことだと感じ
ます。ですが、大学側の判断が少し遅いなとい
う風にも感じます。部活で様々な大会があった
のですが、直前に出れないことになったりして
せっかく練習してきたことが生かせなかった
り、参加費や宿泊費を払ったものの行くことが
できず、そのお金は何のために出したのかとい
うことも感じました。一人暮らしをしている大
学生にとって大会に参加するためのお金はすご
く高くて、出れなくなったのに返金や補助も出
ないとなるとこれから大会の参加を躊躇してし
まうと思います。お金に関する補助を大学生み
んなにとなるととても大変なことなのでそこま
では求めませんが、少しでも早く判断したり、
規制を少し変更するなどしてより多くの情報が
私たちに届くようにしてほしいと思います。
〇同級生と会うことがほとんどなく、大学内での
友人はまだできていません。先輩とのかかわり
もほとんどないです。
〇オンデマンド授業の授業や課題に時間がかかっ
てしまい、休日もそれらに追われ、なかなかア
ルバイトやボランティアなどの他の活動が出来
ない。
〇私は実家から通っているので、毎日電車通学を
しなくていいという面では、普通の生活と比べ
て楽だと思う。通常の大学生活と比較ができな

いので、どの程度違うのか想像することしかで
きないが、対面での授業が少なかったり、思い
切りサークル活動ができなかったりするので、
友達づくりの機会は少ないのかなと感じる。
規制の強化と緩和が何度も繰り返されているた
め今後の見通しが立てづらく、外に出て新しい
ことに挑戦する気力があまり湧かない。就職で
「他年度卒よりコミュニケーション能力、実践
力に劣る」と判断され、就職しづらくなること
が最も不安である。
〇なかなか大学内に友達ができない、できても同
じ講義を履修しているはずなのにグループ分け
が違うなどの理由から行動を共にすることがあ
まりなく、あまり人と関わるのが得意でなく、
積極的に行動できていなかった高校の時よりも
人とのつながりが希薄な気がします。
〇入学が決まってから、入りたいと思っていたサ
ークル（手話のサークルです）があったのです
が、情報が入ってこないまま、夏休みに突入し
てしまいました。
〇同じ学年の人に聞いてもわからない、先輩には
なんとなく聞きづらい、ということで、高校の
時と比べると何も成長していないような、進歩
できていないような虚しさがあります。
〇対面授業がないために友達もできないし、規制
のおかげで自由に親にも会いにいけないし、自
分と周りのひとの命を守るために仕方なくワク
チンを打ったけれど、県外移動に関する基準、
大学の規制等が変わらないのであれば正直、打
ちたくなかった。
〇友達もできないため外に出かける機会もなく家
にいる日々が続き、体重も増え、むくみ、自分の
体型や顔も変わってくるから外に出たくないと
いう悪循環。また、一人暮らしで喋る相手もい
ないから一言も喋らないという毎日。これなら、
秋田に家を借りる必要はなかったし、地元にい
た方がよかった。家族がいて一緒に喋る人がい
て、地元でアルバイトしての方が全然良い。あ
と 3 年もこんな生活かと思うと気が滅入る。世
の中から、親から、大学 4 年間という勉強以外
にもたくさん挑戦できる期間をもらったのに何
もできないで 4 年間が終わるかもしれないと考
えたら、受験期のあの 1 年の頑張りはなんだっ
たのだろうとも考えたくなる。バラバラになっ
た友達にも会いたいけれど会えないし、旅行に
行けば色々言われるし、家で集まりたくても、
コロナになってしまうリスクを考えれば、友達
とお泊まりだってできない。大学生になって自
信もやる気も全部なくなった。早くこの生活か
ら抜け出したい。コロナなんていなくなってほ
しい心からそう思います。
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新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
＊一部不明・不正確な箇所があります

【全国】
7/31：国内のワクチン接種の 1 回目を終了した人
が累計 5000 万人を超える。
8/2：全国の重症者数が 700 人を超え 704 人とな
る。700 人を超えるのは 6/21 の 721 人以来。
8/3：全国の新規感染者数が 14000 人を超え、14207
人となり過去最多。東京都の新規感染者数が
4000 人を超え、4058 人となる。
8/5：政府はまん延防止等重点措置の適用地域に福
島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本
の 8 県を追加し、期間は 8/8 から 8/31 までとす
ることを決定。
全国の新規感染者数が 15000 人を超え、
15263 人
となり過去最多。東京都の新規感染者数が 5000
人を超え、5042 人となる。全国の重症者数が 800
人を超え 823 人となる。
800 人を超えるのは 6/16
の 803 人以来。
国内のワクチン接種の 2 回目を終了した人が累
計 4000 万人を超える。
8/6：全国の重症者数が 1000 人を超え 1020 人とな
る。1000 人を超えるのは 6/10 の 1015 人以来。
8/8：東京オリンピックが閉幕。
全国の重症者数が 1100 人を超え 1138 人となる。
1100 人を超えるのは 6/7 の 1120 人以来。
8/10：全国の重症者数が 1200 人を超え 1230 人と
なる。1200 人を超えるのは 6/3 の 1227 人以来。
秋田県で 8 人の新規感染者があり、累計感染者
数が 1100 人を超えて 1104 人となる。
8/11：全国の新規感染者数が 15000 人を超え、
15812 人となり過去最多。全国の重症者数が
1300 人を超え 1332 人となる。1300 人を超える
のは 6/1 の 1323 人以来。
8/12：全国の新規感染者数が 18000 人を超え、
18889 人となる。全国の重症者数が 1400 人を超
え 1404 人となる。1400 人を超えるのは 5/26 の
1413 人以来。宮城県の新規感染者が 220 人とな
り、3/31 の 200 人を超えて過去最多。福島県の
新規感染者が 211 人となり過去最多。
8/13：全国の新規感染者数が 20000 人を超え、
20365 人となる。全国の重症者数が 1478 人とな
り、5/26 の 1413 人を超え過去最多。秋田県の新
規感染者が 25 人となり、5/1 の 25 人と並んで
最多。岩手県の新規感染者数が 54 人となり過去
最多。
8/14：全国の重症者数が 1500 人を超え 1521 人と
なる。
8/16：全国の重症者数が 1600 人を超え 1603 人と
なる。クラスター発生により秋田大学附属病院

の精神科の外来診療の取りやめ。
8/17：政府は緊急事態宣言の対象地域に茨城、栃
木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の 7 府県を
追加し、まん延防止等重点措置の適用地域に宮
城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、
愛媛、鹿児島の 10 県を追加し、期間は 8/20 か
ら 9/12 までとすることを決定。また、8/31 まで
となっている 6 都府県の宣言と 6 道県の重点措
置の期限も 9/12 まで延長することを決定。
全国の死者数が 40 人を超え 47 人となる。30 人
及び 40 人を超えるは 6/30 の 41 人以来、最少は
7/12 の 3 人であった。秋田県の新規感染者が 29
人となり、5/1、8/13 の 25 人を超えて最多とな
り、累計感染者数が 1200 人を超えて 1222 人と
なる。青森県の新規感染者数が 91 人となり過去
最多。
8/18：全国の新規感染者数が 23000 人を超え、
23917 人となる。全国の重症者数が 1700 人を超
え 1716 人となる。宮城県の新規感染者が 271 人
となり過去最多。山形県の新規感染者が 51 人と
なり、3/25 の 46 人を超え過去最多。
8/19：全国の新規感染者数が 25000 人を超え、
25156 人となる。国内のワクチン接種の 1 回目
を終了した人が累計 6000 万人を超える。秋田県
の新規感染者が 39 人となり過去最多。秋田大学
附属病院の一般外来が感染拡大防止のため休
診。
8/20：全国の重症者数が 1800 人を超え 1816 人と
なる。宮城県の新規感染者が 292 人となり過去
最多。岩手県の新規感染者数が 63 人となり過去
最多。山形県の新規感染者が 53 人となり過去最
多。秋田県の累計感染者数が 1300 人を超えて
1328 人となる。
8/21：山形県の新規感染者が 69 人となり過去最
多。
8/23：国内のワクチン接種の 2 回目を終了した人
が累計 5000 万人を超える。秋田県の累計感染者
数が 1400 人を超えて 1413 人となる。
8/24：全国の重症者数が 1900 人を超え 1935 人と
なる。秋田県の新規感染者が 50 人となり過去最
多。
東京パラリンピック開幕。
8/25：宮城県の新規感染者が 301 人となり過去最
多。青森県の新規感染者が 104 人となり、3/31
の 81 人を超え過去最多。秋田県の累計感染者数
が 1500 人となる。
緊急事態宣言の対象地域に北海道、宮城、岐阜、
愛知、三重、滋賀、岡山、広島の 8 道県を追加
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し、まん延防止等重点措置を、高知、佐賀、長
崎、宮崎の 4 県に新たに適用することを決定。
期間は 8/27 から 9/12 まで。
8/26：モデルナの一部に異物混入が判明し、同じ
工程で製造されたワクチンの使用見合わせ。
全国の死者数が 50 人を超え 52 人となる。50 人
を超えるは 6/23 の 58 人以来。青森県の新規感
染者が 139 人となり過去最多。
8/27：全国の重症者数が 2000 人となる。

で負担。関連して附属校園の実習開始を一部変
更するなどした。
【附属学校園】
8/18：附属特別支援学校で、「夏のセミナー」を
Zoom により開催。

【秋田大学】
8/10：秋田大学で学生や教職員を対象とした職域
接種を開始。
8/23：学生に感染者があっため、当面の間、課外活
動を禁止（オンライン上での活動は除く）。
【学部・研究科】
8/3：乳児院での実習について PCR 検査による陰性
証明が求められたことから費用を学部負担で実
施。
8/30：公立学校における教育実習の開始。一部で
は PCR 検査による陰性証明を求め、費用を学部

8/16 の鳥海山

教育文化学部の学生のみなさんへ
報道にもあるように大学生の感染が増え、本大学、本学部の学生にも感染者が見られるようになってき
ました。濃厚接触者や接触者としてＰＣＲ検査を受ける例も増えています。
感染の原因として、感染防止対策が不徹底で、三密状態（密閉・密集・密接のことで、現状では一つの
密だけでも感染のおそれがあります）であったり、学生間の飲食、飲酒、大声での会話やマスクなしの会
話も見られます。
感染は、みなさん自身だけでなく、まわりの家族、友人などの安全・健康を脅かすことになります。ま
た、大学の授業等にも影響を及ぼし、特に学校等にお世話になる実習系の科目では、受け入れ先の不安に
つながり、実習等の実施にも支障が出てきます。
今一度、学生のみなさんの賢明な判断と適切な行動をお願いします。
特に実習等に出かける学生のみなさんは、少なくともその 2 週前からは、学生間の飲食・飲酒などを控
えるように強く要請します。昨日付けで、当面の間の課外活動の禁止措置について発出されています。2
週間前からのアルバイト・県外移動禁止も徹底してください。
令和３年度８月２４日
教育文化学部長 佐藤修司

発行 秋田大学教育文化学部／教育学研究科
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」⇒http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/graduate/graduate_magazin.html
＊誌名「みなおと」の由来である秋田県女子師範学校校歌（1910 年制作）を聴くことができます。
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/guide/gu_symbol.html をご覧下さい。
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