
1 

 

暁 鐘 の 音 N O . ６ 

（ か ね の ね ）              秋田大学教職大学院 2017.11.1 

 
 

 

さんさんプラン 
教職実践専攻長 

佐藤 修司 

 山形の少人数学級施策は３３人程度学級にひっ

かけて「さんさんプラン」（燦々もかけています）

と呼ばれていましたが、それとは違います。学校

でも大学でも、教員が「〇〇先生」や「先生」と呼

び合う光景がよく見られます。児童・生徒・学生、

保護者、事務の人などが教員に対して「先生」を使

うから、教員同士でも「先生」と呼び合うのは、子

どものいる夫婦で「お父さん」「お母さん」と呼び

合うことと同じ論理かもしれません。名前を知ら

なかったり、ど忘れしたりしたときに「先生」と呼

びかければいいので、便利です。でも、子どもの前

ならまだしも、保護者や一般の人の前でまで、教

員同士が「先生」付けで呼び合ったり、紹介したり

することなどは本来礼を失するものです。 

 「先生」の中の「生」は元々知識人・読書人を表

すもので（草木が芽吹いて生長する様を表した漢

字で、知識人は成長を続ける存在だということな

のでしょう）、学生や生徒、小生、書生も同じ範疇

です。「先生」は先に進んでいる、知識ある人とい

う意味の尊敬語です。自分が習った、教えを受け

たこともない人、さらに年下の人にまで「先生」を

使うことは本来の使用法から外れますし、また、

「先生」と呼び合うことで、権威的な関係が持ち

込まれ、平等で、自由な関係が阻害されたり、自分

が偉い存在で、失敗できない存在であるととらえ、

弱みを見せたり、相談したりすることを阻害する

ことなども危惧されます。故事ことわざには「三

尺下がって師の影を踏まず」や逆に「先生と言わ

れるほどの馬鹿でなし」といったものがあります。 

戦後の教育実践家（「教師は授業で勝負する」な

ど）、群馬の島小学校校長として一世を風靡した

斉藤喜博は、自分のことも、教員同士でも「先生」

「校長先生」ではなく、「〇〇さん」と呼び合うこ

とにこだわりました。星野リゾートで有名な星野

さんは、社長を含めて役職ではなく、「〇〇さん」

と呼び合うことを徹底しているとのことでした

（『一分間エンパワーメント』あとがき）。職員が

第一に考えるべきなのは顧客のことであって、上

司のことではないのですから、職員一人一人が顧

客のために自律的に判断し、行動し、責任を持つ

体制を作る

意味でも、

「さん」付け

は重要な意

味を持つよ

うに思いま

す。学校も同

じように、教

職員は校長

のために（ま

たお金のた

めに）働いて

いるのでは

なく、子ども

のために働

いていると

いう自覚が

大切です。学

校で最も重

要な役割を果たす

のは子どもの前に

立っている教職員です。校長は最前線に立ってい

る教職員を信頼し、権限を与え、支援する立場に

あります。 

 教職大学院では、現職院生がいることから、学

卒院生が現職院生に対して「先生」を使う可能性

があり、上記のことを危惧し、「先生」ではなく、

お互いに「さん」で呼び合うように今年度から要

請しています。グループ協議などで、現職は「先

生」と呼ばれ、学卒が「さん」や「君」で呼ばれて

いては、平等な関係、自由闊達な意見交換は期待

できません。実践経験、実践知の質や量に圧倒的

な差があるとしても、お互いに学び合う関係であ

る以上、立場は平等です。大学院教員も、現職院

生、学卒院生に対して共通に「さん」で呼びかける

方がいいと思います。 

 また、過剰な尊敬語や謙譲語もできるだけ少な

くしたいところです。確かに日本語のいいところ

であり、ネットで使う言葉も馬鹿丁寧なくらいの

方がトラブルになりにくくなりますが、通常は丁

【初版は 1958年】 
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寧語で十分です。尊敬語、謙譲語は外部の人への

挨拶文などには必要だとしても、普段会っている

者同士では過剰を避けたいところです。 

さらに、教員間だけでなく、教員と事務・技術職

員の間もそのようにできないでしょうか。そうす

るとまた違った新しい世界が開けてくるように思

います。教員の側は「先生」という重い「鎧」を脱

いで身軽になれるのかもしれません。 

アメリカなどでは、教員間であれば、最初は

「Mr./Ms./Dr./Professor ファミリーネーム」や、「Sir 

/ Ma'am」でも、親しくなれば、ファーストネーム

で呼び合うことが普通なようです。教員・学生間

では、ファーストネームでない場合も多いようで

すが、そう呼んでほしいと教員が学生に伝える場

合もあります。院生ともなれば、教員より院生の

方が年上の場合もあり、また教員は指導者よりも、

コーディネーターとしての役割が強く、よりフ 

ラットな関係になります。ビジネスの世界では初

対面でなければ、上司も部下もファーストネーム

で呼び合うフラットな関係が多いようです。欧米

でも、学校・大学の方が権威主義的なのかもしれ

ません。

 

 

修了から四箇月が経ちました 
学校マネジメントコース 2017年 3月修了 

横手市立横手北小学校教頭 

木村 司 

 

 早いもので、秋田大学大学院教育学研究科専門

職学位課程教職実践専攻学校マネジメントコース

修了から四箇月が経ちました。 

 大学院での生活は、教職大学院初年度というこ

ともあり、先の見えない不安がいつもどこかに 

引っかかりを感じさせていたような時間でした。 

 現場に戻ると、押し寄せるような仕事量と時間

配分の難しさ、そして、学校をマネジメントする

側としては今年も先の見えない不安感の中での四

箇月だったと感じています。ここに来て今更です

が、大学院での時間が貴重だったことを痛感して

います。 

 
       多目的スペース 

 そんな時間の中で、大学院での学びが役立つ場

面もあります。大きく括ると学校マネジメントに

関することになってしまうのですが、新しい学習

指導要領に関することや教育動向に関すること。

現場にいるときっと知りえていなかっただろうと

思う機会に遭遇することができます。それを「成

果」と捉え、細やかな満足感に浸っています。 

 しかし、実際のところ、毎日の職務の遂行に流

されて、実践報告書のブラッシュ・アップには手

つかずの状態です。これが教育現場の現実です。

こうしたことを伝えていくのも、初年度修了生の

役目かもしれません。現職院生の皆さんのみなら

ず、学部卒院生の皆さんも、こうした現状を踏ま

えたテーマ設定が必要なのかもしれません。 

  

ただ、こんな自分が救われているのは、多くの

素晴らしい先生方と仕事をさせていただいている

ことです。これまでの多くの経験を生かして子ど

もに向き合っているベテランの先生、参画意識を

もち、同僚と協働しながら職務にあたる若い先生

等々。私の勤めている学校は、開校２年目のまだ

まだ歴史の浅い学校です。そこにはそれなりの学

校課題を抱えています。しかし、みんなでそれを

克服していこうとする雰囲気の中で仕事ができて

いることを嬉しく思います。 

 そして、そこに教職大学院での学びのエッセン

スを少しでも加味できていけたら、自分にとって

も意義のあることだと考えます。 

横手北小学校：３階壁面に太陽光発電パネル 

 

 



3 

 

「ジャガイモの進路変更」から 

                                                客員教授 秋田県総合教育センター 

工藤 正孝  

  

 私の畑のジャガイモがミニトマトのような緑の

実を何個もつけた。熟したらまさに真っ赤なミニ

トマトだ。畑にでると、楽しい発見に出会う。ジ

ャガイモがトマトになろうとしている。とっさに

「ジャガイモの進路変更」という言葉が頭に浮か

んだ。どうして進路変更しようとしているのか。

そうせざるを得ない理由があるのか。 

 ジャガイモもトマトもナス科である。ジャガイ

モの実は熟すと黄色になり、果物に近いという。

そうせざるを得ない理由はよく分からなかった

が、もしかすれば自分のアイデンティティを示す

ための自己アピールであったかもしれない。 

 青空のもと、緑深いジャガイモ畑を見つめてい

ると、両方を収穫できたら画期的ではないかと思

いつく。世の中にはそのように考える研究者がい

て、「ポマト」と命名して双方の細胞を融合して

実験した。残念ながらどちらも小さく、理想的な

作物とはならなかった。 

 どうやら、栄養は「実に結ばれ」たり「根に結

ばれ」たりする。実に結ばれたものは果実（成

果）と呼ばれる。これは人の努力も同じだと、は

たと気がつく。根に結ばれたものは丁寧に掘り起

こして成果とする。丁寧に育て、丁寧に掘り起こ

す。これは教育の仕事と同様、Educationはもと

もと「引き出す」という意味だ。 

 子どもには根に結ばれるものの方が多い。従っ

て、見えないものに気づく感性と丁寧に掘り起こ

す技術、場合によっては深く深く掘ることも必要

になる。深い学びの成果はきっとそこにある。 

 私の老母の一日は朝の畑に始まる。「野菜が自

分を生かしている。ありがたい」と言う。曲がっ

た腰を手押し車で支え、少し離れた畑までゆっく

りと、秋の収穫に向かう。

 

思い、考え、行動する子どもたち 

～特別支援教育が教えてくれること～ 

客員准教授 附属特別支援学校 主幹教諭 

神部 守 

 

  特別支援教育の対象となる子どもたち…。 

 それは、大なり小なり何かしらの困難さをもっ

ている子どもたちです。困難さの一つの要因とし

て「障がい」が挙げられる場合がありますが、そ

れが全てではありません。中には診断名はつかな

いけれど難儀している子どもたちもいるのです。

「障がい」はその子どものプロフィールの一部で

はありますが、「障がい」だけでその子どもを理

解することはできません。  

  「子どもに学べ」「子どもに尋ねよ」 

 これは、特別支援教育で「子ども理解」の重要

性を表現したものです。特別支援学校や特別支援

学級で学ぶ子どもたちだけでなく、通常学級で学

んでいる多様な子どもたちを理解するときにも重

要な視点だろうと思います。 

  表題にした「思い、考え、行動する」は、私が

以前勤務した筑波大学附属久里浜特別支援学校の

学校教育目標の中にあった言葉です。子どもたち

には「思い」があり、その実現のために「考え」

て、「行動」しています。私たちの役割は、子ど

もたちが適切な行動で「思い」を表現できるよう

に、指導や支援をすることではないでしょうか。 

 子どもたちの行動には、必ず理由があります。

私たち大人から見れば、「そんなこと？」、「どう

して今それなの？」と思うようなこともありま

す。または、実現のための適切な方法を知らない

（教えてもらっていない、または、できない）た

めに、思いがけない行動で表現することもありま

す。これは、障がいの有無に関係なく、です。そ

の行動が不適切だった場合、理由が分からないま

までは、適切な行動を教えることはできません

し、問題の根本的な解決はできないでしょう。 

 教員に求められる資質。その中には、子どもを

理解しようと努力すること、そして子どもの内面

を推し量ることができる「豊かな想像力」が含ま

れていると、私は考えます。
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平成 29 年度学校組織マネジメント指導者養成研修に参加して 

学校マネジメントコース 

 現職院生１年次 石塚 昭仁 

 

 ９月４日から８日まで、独立行政法人教職員支

援機構において行われた「学校組織マネジメント

指導者養成研修」に参加する機会をいただいた。

全国から 221 名の学校関係者が参加した大規模な

研修会に、本学からも４名の現職教員が参加した。 

 

「政策に見る新しい学校経営の動向」、「経営理

念の構築とリーダーシップ」、「学校ビジョンと戦

略マップづくり」、「カリキュラム・マネジメン

ト」、「ヒューマンリソース・マネジメント」、「研

修企画の立案」と続いた研修の流れからは、「学校

現場のあらゆる場面を『マネジメント』の視点か

ら捉え直し、学校組織の改善につなげることが大

事なのだ」というメッセージを感じ取ることがで

きた。まさに時代の流れに合致した中身の濃い研

修会であった。 

本研修を貫く柱として、私は個人的に「ビジョ

ンの共有」と「同僚性の構築」の重要性が訴えられ

ていたのではないかと感じた。校長の方針を基に

学校の教育目標が決まり、示された重点に沿って、

各分掌がその年の活動計画を立案する。よくある

学校の流れである。しかし、職員間には、今ひとつ

学校づくりの「当事者」としての一体感は生まれ

ない。これもよくある学校の流れである。どうす

れば、全員が共通認識のもと、同じ方向を見据え

て、足並みをそろえて学校づくりに邁進できるの

か？全職員の「学校づくり」に対する意識を高め

るにはどんな方法が効果的か？この疑問を解決す

るために、５日間すべての研修に共通していたキ

ーワードがまさに全員参画による「ビジョンの共

有」の必要性であり、そこから生まれる「同僚性の

構築」の重要性であった。とにかく学校経営案づ

くりの初期段階から、全員を参加させるというこ

とが、学校運営上いかに重要なことなのかを、そ

れぞれの講師の方が、それぞれの立場、表現方法

で伝えておられたと感じる。学校における組織活

性化のためのマネジメントのポイントは、「全員

参加型」の学校運営スタイルの構築にあると理解

した。 

本研修を貫いていた柱の２つめは、「見える

化」の必要性であったと感じる。「教育目標」、

「研究主題」、「重点実践事項」いずれも年度当

初の職員会議や研修会では目にするが、その後は

なかなか意識する機会もなく、達成度について

も、年度末までは顧みることも少ない。それが現

状であり、このような長すぎる検証改善サイクル

が学校の「現状維持」の体質を強固なものにして

いる。戦略的に学校改善を推進し、組織として学

校を活性化させるためには、「それぞれの目標等

の達成状況が、目に見えるような形で明らかにさ

れていることが必要だ」と講師の方々は口々に述

べておられた。要は自分たちが進むべき方向を、

いかにして常に見える形にすることができるかが

重要だということであり、この点について、マネ

ジメントする立場の人間がいかに工夫できるかが

大切だということである。 

 

 翌週に行われた「学校安全指導者養成研修」に

おいても、上記の２つの柱が取り上げられていた

ところをみると、これらの視点は、学校における

あらゆる場面に欠かせない視点であると再認識で

きた。本研修の学びが、今後の教師生活における

大きな財産となることは間違いない。

戦略マップづくり 

全体会の様子 
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オープンキャンパスでの模擬授業の反省と感想 
カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生２年次 渡辺 太郎 

 

 ７月２９日、秋田大学オープンキャンパスにお

いて教育文化学部での取り組みを紹介することを

目的として模擬授業を行いました。模擬授業を 

行ったのは、小学校国語、中学校数学、小学校道

徳、小学校算数の４つです。私は中学２年生を対

象とした確率の授業を行いました。今回はねらい

を「世の中の事象を、確率を用いて、説明すること

ができる」とし、オリジナル教材であるモンティ・

ホール問題を取り扱いました。この教材は、小学

校、中学校、高等学校というすべての校種におい

て発達段階に合わせた取り扱い方ができるため、

中学生向けに用意した授業であっても高校生の興

味・関心を引けるのではないかと考えます。実際、

解決の見通しを持つ時間で予想を立ててもらうと

勘違いをしている人が多くいました。そして、多

くの人が考えた意見と全く違う意見を提示するこ

とで「あれ？こっちの意見はどう考えたんだろ

う？」と自然な形で認知的不一致を起こすことが

できたと感じました。このように、相手が中学生

でも高校生でも、こどもたちの中に、認知的不一

致を引き起こし、その解決への見通しをしっかり

提示することで「自ら解決したい」という学習意

欲につながるのではないかと感じます。 

 私の授業を含め、すべての模擬授業についてい

えることは会場にいる人たちを参加させていたこ

とです。国語の授業では、全員で音読をし、道徳の

授業では、近くの人たちと話し合いを行っていま

した。また、算数では、高校生が積極的に意見を言

う様子が見られました。これは、授業者が、生徒が

主体的に授業に参加できるように工夫を凝らした

結果なのだと思います。また、誰かが発表してい

るときの聞き方についての声掛けやプリントに板

書を取らせるときの指示など、実際の授業で行わ

れる「指導」の側面もしっかり行っていて、私も見

習わなくてはいけないなと感じました。模擬授業

は「練習」なのかもしれませんが、実際の子どもた

ちの姿をイメージし、いかに「普段の授業」につな

げていくかが大切なのだと痛感させられました。

今回の反省を生かして、「子どもたちの心に火をつ

けられる教師」となるために、これからも日々努

力を続けていきたいと思います。 

 

 

前期多忙感調査の結果と活用 

教職実践専攻長 佐藤修司 

 前期の中盤になり、

多忙すぎるとの声を聞

き、急遽多忙感調査を

実施しました。ガマン

できない程度を 10、

ガマンできる程度を５として 10段階で答えても

らったところ、表のようになりました。６程度は

適正なレベルかと思いますが、８～10は危険な

レベルと言えるでしょう。多忙感の理由は、主に

チーム発表の準備を集まってやる時間がなく、夕

方遅くにやるしかないことや、過大な課題が突然

出されたり、複数の授業の課題が時期的に重なっ

たりしてしまうといったことでした。現職Ｍ２の

人は勤務校に戻っていますので、勤務の多忙に、

実習が重なります。簡単に解決する問題ではない

ですが、授業運営に関する申し合わせを新たに作

り、ＦＤや会議を通じて、改善を図っていくこと

にしています。 

模擬授業の様子 

多忙感数値 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ その他 平均値

現職Ｍ１ 1 2 1 0 1 1 4 1 1 0 5.3

学卒Ｍ１ 0 0 1 0 3 2 2 1 1 0 6.1

現職Ｍ２ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7.0

学卒Ｍ２ 0 0 0 2 4 3 1 0 0 1 0 5.7

全体 1 2 2 2 9 7 8 3 3 1 1 5.9
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「教職実践インターンシップⅡ」を振り返って 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生２年次 菅原 郁也 

 

本大学院では、学部卒院生は２年間を通じて「教

職実践インターンシップ」に取り組んでおります。

具体的には、希望校種に分かれて１年次は附属学

校園で、２年次は秋田市内の公立学校で授業力は

もちろん、教員としての自らの力量を向上させる

ことがねらいです。 

 そして、今年度私は秋田市立岩見三内小・中学

校において「教職実践インターンシップⅡ」を開

始しました。岩見三内小・中学校の大きな特徴と

しては、併設型小・中学校という環境が挙げられ

ます。この環境を生かし、日常的に異年齢交流活

動や小・中連携した指導・支援、地域に根ざした教

育活動の充実が図られています。インターンシッ

プが始まって数ヶ月が経過しましたが、これまで

の実習校での取り組みを振り返ると、大きく３点

の学びがあったと感じております。 

 １点目が、授業における学びです。専門教科で

ある社会科を中心に、これまで中学１・２年生と

小学５年生で授業を実践してきました。毎回の授

業では手応えよりも力不足を痛感することが多い

ですが、様々な先生方のご指導を頂き、日々新た

な知見を得ることができています。試行錯誤を繰

り返しながら、ねらいに即した授業に向けて、自

らの引き出しを増やしたいです。 

 ２点目が、教職員の連携における学びです。学

校現場では毎日様々なことが起こります。その際

に重要なのは「自分だったらどうするのか･･･」と

いう考えを持ち、周囲の教職員の方々と協力して

取り組むことだと思います。運動会や文化祭、合

唱祭など実習校の学校行事などに積極的に関わり、

役割を果たすことで、そうした参画意識を高める

ことにつながっています。 

 ３点目が、児童生徒との関わりにおける学びで

す。インターンシップ開始時から「インターンシ

ップ通信『紙風船』」と題して、全校に向けたお便

りを作成しています。実習校の児童生徒はとても

素直で明るい子が多いですが、幅広い年代の児童

生徒であるため、個々の成長発達に応じた指導・

支援の必要性を感じる場面があります。お便りの

作成を通じ、一層児童生徒の成長発達の見取りを

重要視するようになりました。 

 以上の３つの学びは、奇しくも本大学院で育成

する３つの力（学校マネジメント・協働力、カリキ

ュラム・授業デザイン力、成長発達サポート力）と

重なる部分が大きいと考えます。秋田大学教職大

学院は、講義やインターンシップ、リフレクショ

ンなどを通して「理論と実践の往還の場」となら

なければなりません。これまでのインターンシッ

プでは悩みや失敗もありました。しかし、学部卒

院生にとって、この「教職実践インターンシップ」

は教職大学院での学びの成果を発揮するために挑

戦する絶好の機会だと実感しています。 

 インターンシップもいよいよ終盤に差し掛かっ

てきました。岩見三内小・中学校では、小中９年間

の学びを通して児童生徒を「かかわり名人」に育

成することを目指しています。私自身も、子ども

たちにとっての「かかわり名人」となれるよう、残

りのインターンシップに全力で取り組んでいきた

いと思います。

授業の様子 

インターンシップ通信『紙風船』 
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前期を振り返って 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生１年次 伊藤 紘成

 

 私は、県外の高等学校で２年間教諭として勤め

たのち、本教職大学院に入学しました。その２年

間、現場で様々な生徒とのやり取りを経て、「教師」

は生徒一人一人の将来に対して責任がある職業で

あると強く実感しました。それと同時に、自身の

教員としての未熟さを痛感しました。そこで、授

業の組み立て等の授業研究に関することや学校の

生徒一人一人に対する支援や指導の在り方、ある

いは、学級経営やキャリア教育に関することなど、

教育に関するあらゆる視点から学び直したいと思

い、大学院への入学を志願しました。 

 大学院では、小学校や中学校、高等学校、特別支

援学校の４校種の現職教員と学生が一緒に学ぶた

め、授業改善や個別の支援、いじめなどの教育的

課題に対してあらゆる視点からアプローチするこ

とができました。振り返ると、教員として働いて

いた当時は高等学校の中の論理でしか考えること

ができず、授業内容や指導の在り方なども凝り固

まっていたように思えます。しかし、小学校や中

学校の各発達段階における指導や特別支援学校の

個に応じた支援などを知ることで、今まで以上に

視野を広げて高等学校における指導方法について

考えることができるようになりました。また、他

教科を専門とする現職教員や学生との交流により、

昨今話題になっている各教科における資質・能力

や見方・考え方を知ることができ、より効果的な

教科横断的な学びの教授法について考えることが

できました。自身の校種や教科について客観的に

捉え直して、よさや改善すべき点を改めて知るこ

とができ、この機会をより充実したものにしてい

きたいと思っています。 

後期は、教科の本質を捉えた上で授業展開を考

えることができるよう教科の専門の力を高めると

ともに、研究テーマに即した理論的な部分の研究

を進め、実践との接続について考えていきたいと

思います。教員は教育のプロであるという自覚を

常に持ち、大学院の恵まれた環境に感謝し、研鑽

を積んでいきたいです。 

 

 

納涼会を終えて 
発達教育・特別支援教育コース 

学部卒院生１年次 保坂 迪菜 

 

前期の授業が終了し、大学会館２階研修室にて

納涼会が行われました。浴衣での参加者もおり、

納涼会らしい雰囲気の中始まりました。まず、教

育学研究科長の武田篤先生からあいさつをいただ

きました。前学期の学びをふり返るお話で、後期

に向け身の引き締まる思いでした。そして、教職

実践専攻長の佐藤修司先生の乾杯のご発声ととも

に歓談の時間となりました。前期に受講した講義

や、先輩方のインターンシップでの体験について

意見交換をしたり、質問をしたりしながら思いを

伝え合う有意義な時間となりました。  

 また各コースから一人ずつ前期をふり返ったス

ピーチをしました。私もスピーチを担当させてい

ただき、大学院で様々なことを吸収させていただ

いていると改めて実感しました。その後のご当地

クイズではテーブルごとに盛り上がり楽しい時間

となりました。最後は神居隆先生の締めの乾杯。

後期のより発展した学びに期待を膨らませながら

温かい雰囲気で納涼会が終了しました。

 

 

納涼会 

前期の学びに乾杯！ 
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講義紹介「秋田の授業力の継承と発展」 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生１年次 佐藤 貴大 

 

 ２０１７年８月２８日に、文部科学省より今年

度の全国学力・学習状況調査の結果が公開されま

した。秋田県は、小中の国語Ａ・Ｂで１位、小中

の算数・数学Ａ・Ｂを含めてもすべてが３位以内

という好成績を収め、今年度も秋田県の学力の高

さが証明されました。常に高い学力を誇る秋田県

の授業には他県から注目が集まっています。その

授業づくりについて学べる講義がこの「秋田の授

業力の継承と発展」です。 

 この講義では、「秋田の探究型授業」について

学びます。「秋田の探究型授業」では、課題設定

で学習の見通しを立て、自力思考で自分の考えを

持ち、ペアやグループ、学級での話し合い活動を

取り入れます。必要に応じて教師は、学級全体か

ら個人やグループに戻して問い直しをしたり、ゆ

さぶりをかけたりすることによって、さらに考え

を深めたり、広げたりすることができます。そし

て、最後に学習内容や学習方法を振り返るという

流れが「秋田の探究型授業」のベースになりま

す。講義前半では様々な実際の授業の映像を見

て、その良い点・改善すべき点を話し合うことに

よって、より秋田の授業の特徴について感じるこ

とができました。 

 講義後半からは、教科ごとに分かれて実際に授

業づくりを行いました。その中で、学部卒院生と

現職院生混合の班編成で教材研究や指導案の作成

を行うのが特徴的です。学部卒院生のフレッシュ

な発想と経験豊富な現職教員のアイディア、そし

て実務家教員からのありがたい助言により、一人

では思いつかないような充実した授業をつくるこ

とができました。模擬授業の事後検討会も、その

授業の成果と課題を他教科の専門の先生や総合教

育センター研修員の先生方から意見をいただき、

気づかなかったことや新しい考えに触れ、改めて

共同研究の重要性や、子どもにとっても教師にと

ってもアクティブな活動をすることの大切さを実

感しました。 

 私はこの講義で現職の先生方と活動して、より

良い授業をつくっていこうという向上心を学びま

した。学力トップクラスの秋田県の授業を「継承」

することはもちろん大事ですが、さらに「発展」し

ていこうという気持ちこそが常にトップクラスの

学力を守ってきた秘訣だと感じました。

 

授業後の検討会 

様々な立場から意見を出し合う 
数学の模擬授業 

子どもになりきってグループワーク 

算数の模擬授業 展開の場面 
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宮城教育大学との交流会に参加して 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生１年次 保達 諒平 

 

 ２０１７年１０月６日（金）、宮城教育大学にて、

秋田大学２７名・宮城教育大学４２名（大学教員

を含む）が参加し交流会・懇親会が行われた。交流

会では、秋田大学の学部卒院生２名による「秋田

の授業力向上について」の発表と宮城教育大学の

学部卒院生１名、現職院生１名による「大川小学

校・戸倉小学校訪問から学んだこと」についての

発表が行われた。発表後は秋田大学の院生と宮城

教育大学の院生が混じった６人程度のグループを

作り、自己紹介及び情報交換を行った。交流会終

了後は、宮城教育大学萩朋会館２階にて懇親会が

行われた。 

 私を含む学部卒院生２名で「秋田の授業力向上

について」の発表を行った。全国学力トップを誇

る秋田県の授業力を継承し、さらに発展させるた

めに秋田大学教職大学院で開講されている講義に

ついて紹介した。発表を行うことで事前研究や事

後研究の時間を確保し、ベテランや若手が入り混

じって共同研究を行うことが授業力の継承、発展

につながることを再認識することができた。ベテ

ランの教員は積極的に若手教員に自分の持ってい

る技術を伝え、若手教員は積極的にベテラン教員

の意見を聞くことが重要である。 

 宮城教育大学からの「大川小学校・戸倉小学校

訪問から学んだこと」の発表では、被災による被

害が少なかった秋田大学院生にとって防災教育と

災害が起こった際の対応を考えるきっかけとなっ

た。教科指導と防災教育を関連させる視点につい

ての説明がなされ、自分の教科ではどのようにし

て関連させることができるのかを考えることがで

きた。また、災害が起こった際に意識しておきた

いこととして「時間をかけてベストの判断をする

よりも少しでも早くベターな判断を」という言葉

が紹介された。教師として生徒の身を守るために

も、臨機応変に少しでも早くベターな判断を行わ

なければならない。 

 発表会終了後に行われた情報交換会、懇親会で

は、それぞれが楽しみながら多くの情報を交換し

合った。それぞれの趣味やお互いの学校生活につ

いて、現在取り組んでいる研究テーマとその検証

方法についてなど有益な情報を交換することがで

きた。各大学院からの発表や情報交換、懇親会の

すべてが有意義な時間になった。ここでの経験や

情報を秋田に持ち帰り、各々が振り返ることでさ

らなる成長につなげていきたい。

秋田大学 発表の様子 情報交換会 互いの取り組みに驚きの声！ 

懇親会 なごやかなムード 
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二つの小学校から学ぶべき教訓 
カリキュラム・授業開発コース 

現職院生１年次 藤原 英樹 

 

 平成 29年 10月 6日（金）～8日（日）まで、秋

田大学教職大学院研究旅行が行われた。訪問 2 日

目の 10月 7日（土）は、宮城県石巻市の大川小学

校跡と雄勝小学校跡を訪ね、徳水博志さんから震

災時の状況についてお話を伺った。徳水さんは、

震災当時に雄勝小学校に勤務され、退職後も震災

体験の語り部活動や防災教育の普及に尽力されて

いる方である。小雨が降る中、二つの小学校跡地

に立ってお話を伺っていると、2011 年 3 月 11 日

の東日本大震災に時間が戻ったような錯覚を覚え

た。 

 石巻市立大川小学校跡の訪問で、まず目に入っ

たのは、支柱が捻じ曲がって傾いた校舎と体育館

を結ぶ渡り廊下であった。大川小学校の前庭の近

くまで住宅地が建ち並んでいたそうだが、現在は

更地が広がるばかりであった。圧倒的な津波の威

力に言葉を失った。柔らかな曲線美の意匠がこら

された教室棟に、子どもたちが描いた宮沢賢治の

壁画が囲む野外ステージを備えた校舎からは、賑

やかであったであろう学校生活が想像され、心が

痛くなった。地震発生時から避難開始まで約

50 分間校庭に留まった判断に大きな疑問が

呈されている。周囲を見渡すと、小高い裏山が

あり、避難できていれば尊い人命を守れたかもし

れなかったと強く思った。徳水さんによると、

大川小学校がある釜谷地区は歴史的に津波

の被害記録がなく、大川小学校が避難場所

になっていたという。学校周辺の地形的特

徴を知り、前例にとらわれず起こりうる災

害を想定して備えること、冷静に情報を収

集し迅速に判断することなど防災意識と防

災能力がいかに大切であるかを学んだ。 

 次に、石巻市立雄勝小学校跡を訪問した。

16ｍを超える大津波が襲った学校の跡地は、

現在太陽光パネルが並ぶ発電所となってい

た。校舎のすぐ近くには小高い裏山があり、

大川小学校同様にリアス式海岸の特徴的な

地形をなしていた。実際に小雨が降り足元

がぬかるむ避難経路を駆け上がり、裏山ま

で登る避難体験を行った。裏山の中腹で徳

水さんは震災時に雄勝小学校の教職員がど

のような精神状態にあり、どのようにして

裏山への避難を決断したのかを赤裸々に語

ってくれた。避難マニュアルを学校・子ど

も・保護者が共有していた事実を知り、日頃

からの地域ぐるみの防災や減災の取組が多

くの尊い人命を守ったことを学んだ。 

 二つの小学校が東日本大震災に遭遇し、選択し

た避難行動の結果は残念ながら対極にある。2016

年に石巻市は大川小学校を震災遺構として保存す

ることを決定した。この震災の経験を悲劇として

語り継ぐのは簡単である。しかし、我々教員は二

つの小学校からの教訓を真摯に学び、自分事とし

て捉え、自分の勤務校の子どもたちの命を守るた

めに防災意識と防災能力を高め磨かなければいけ

ないという思いを強くした研究旅行であった。 

        防災教育プログラム 

大川小学校跡見学の様子 
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仙台市立荒浜小学校跡：震災遺構から見た風景 

まわりは住宅地で、学校が避難場所となる。体育館では

なく上層階に避難して助かる 

 
石巻市立大川小学校跡 

 
石巻市立雄勝小学校跡地裏山避難先 

運動場から裏手の高台の神社に逃げ、さらに上まで登っ

たが、そこも津波であらわれ、さらに上に逃げのびた 

 

 

 

 

                  えびたけ旅館→ 

 
女川町中心部 

女川駅と女川温泉ゆぽっぽが一体となっていた 

 
南三陸さんさん商店街から見る町防災庁舎跡・かさ上げ

工事の影響で、近くまで行かないと１階部分は見えない 

 
登米教育資料館・旧登米高等尋常小学校 
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デンマークにおける在外研究報告 
教職実践専攻教授 原 義彦 

 

 平成 29 年 3 月から 9 月までの約半年間、秋田

大学研究者海外派遣事業により、デンマーク発祥

の成人教育施設、フォルケホイスコーレ

（Folkehøjskole）の調査研究を行ってきました。

このような機会を与えていただいた本学、教育学

研究科ならびに教育文化学部の皆様には、厚く御

礼申し上げます。 

 現地では、フォルケホイスコーレの学校価値（目

標）がどのように設定されているか、また、それが

どのように具現化され、さらにどのように評価さ

れているかについて、国内各地に点在する施設の

訪問調査を中心とした研究を行いました 

 フォルケホイスコーレは、19 世紀半ば、デンマ

ークの地方農村青年の国民意識の形成などを主な

目的に初めて設置されました。以後、170 年以上

が経過していますが、フォルケホイスコーレは今

でも対話を重視した教育、入学試験も修了の試験

もなし、資格付与なし、全寮制など、設立当初から

の伝統を守りつつ、学生にはこれからの自身の生

き方や進むべき方向を考える機会を提供し、また、

共同生活の中で民主主義の精神や共同の意識を高

めることなどを目指しています。 

 現在、デンマークには 68 のフォルケホイスコー

レがあり、長期コースと短期コースのプログラム

が実施されています。長期コースでは、主に高等

学校を卒業した 18〜20 代前半の青年が、半年、あ

るいは 1 年のコースで学んでいます。年齢に制限

はありませんので、中高年の方が学んでいること

もありますし、海外からの留学生も増えているよ

うです。学習の内容は、デンマーク語、歴史、文学、

哲学、政治、メディア、ジャーナリズム、音楽、体

育、映画、デザイン、陶芸などさまざまで、特に決

められた内容はありません。 

 滞在中、全体の半数を超える 35 のホイスコーレ

を訪問し、聞き取り調査を行いました。各学校の

学校価値には、「生きること」「共同体」、「責任」、

「民主主義」、「尊敬」等のキーワードがみられ、多

くの学校において、学生にはこれらへの意識を高

められるような支援が行なわれていることがわか

りました。また、これらがどれだけ達成されてい

るかの自己評価では、学校価値の内容について質

問紙によって調査している学校がいくつかみられ

ました。他方、多くの学校で、学生と教員との討論

や対話を通じた自己評価が行われていることがわ

かりました。討論や対話の現場に立ち会うことは

できませんでしたが、そこでどのようなことが、

どのように討論され、対話がなされるかが重要な

こと考えています。 

ランチ前の学生、教員の集会 

（Egå Ungdomshøjskole） 

  

また、学校価値の具現化を学校の内部から探ろ

うと、夏の一時期、各学校が一般向けに開催する

短期コースに一受講者として参加しました。参加

したサイクリングの講座では、健脚ぞろいのデン

マーク人とともに、フュン島の丘や海岸を 1 日約

60km、計１週間、必死に走り抜きました。共に走

った受講者はほとんどが私と同じか年上の方々で、

最高齢は 70 歳の方でした。寝食をともにしながら

学校生活を送る中で、国籍を越えて協同心や連帯

意識の高揚を感じた１週間でした。 

サイクリングコースの受講者のみなさんと 

（Brenderup Højskole） 

 

 このほか、滞在中は、森のようちえんや、義務教

育の最終段階の 1 年、あるいは 2 年間、全寮制の

教育を行うエフタスコーレなど、デンマークなら

ではの教育実践を見聞することができました。今

回の在外研究で得られた数々の知見とネットワー

クを、本学でのこれからの教育、研究、国際交流に

生かしていきたいと考えています。 
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７月～１０月の行事一覧 
 

７月 １日 

７月 ４日 

７月 ５日 

７月１１日 

７月１４日 

７月２９日 

 

（土） 

（火） 

（水） 

（火） 

（金） 

（土） 

 

附属特別支援学校公開研究協議会 

第６回教職実践専攻会議 

日本教育大学協会東北地区会評議員会（メトロポリタン秋田） 

Ｍ１現職・学卒、Ｍ２学卒前期実習リフレクション 

Ｍ１現職院生との懇談会 

オープンキャンパス：「未来のせんせい」模擬授業提示 

 

 

８月 １日 

８月 ３日 

８月 ４日 

 

８月 ５日 

８月 ７日 

８月 ８日 

 

８月 ９日・２３日 

 

 

 

（火） 

（木） 

（金） 

 

（土） 

（月） 

（火） 

 

（水） 

 

 

 

学校マネジメントコース実践研究報告書構想検討会 

Ｍ２現職院生グループリフレクション及び懇談会・納涼会 

県義務教育課長と教員養成関係委員会委員長及び学校教育課程

コース長等との懇談会 

大学院説明会 

Ｍ１・Ｍ２学卒院生との懇談会 

石巻研究旅行事前学習会 

教職大学院納涼会 

浦野教授：「教育実践力の向上と秋田型協同研究システム」 

集中講義 

 

 

９月 ４日～ ８日 

９月１１日 

９月１１日～１５日 

９月１２日 

 

９月２３日 

９月３０日 

 

 

（月）～（金） 

（月） 

（月）～（金） 

（火） 

（土） 

 

（土） 

 

 

学校マネジメント指導者講習会（教職員支援機構） 

秋田県教員育成協議会 

学校危機管理指導者講習会（教職員支援機構） 

第７回教職実践専攻会議 

教育学研究科第Ⅰ期入試 

更新講習併行開催「学校・学級経営」 

更新講習併行開催「学校危機管理」 

 

 

１０月 ３日 

１０月 ６日～８日 

 

 

 

１０月１０日 

１０月１０日～１３日 

１０月１４日 

１０月１６日 

１０月２１日 

１０月２７日 

１０月３０日 

１０月３１日 

 

（火） 

（金）～（日） 

 

 

 

（火） 

（火）～（金） 

（土） 

（月） 

（土） 

（金） 

（月） 

（火） 

 

第８回教職実践専攻会議 

【石巻研究旅行】 

宮城教育大学教職大学院との交流会・情報交換会・懇親会 

仙台市立荒浜小学校跡、石巻市立大川小学校・雄勝小学校跡、南

三陸町、登米市教育資料館等訪問 

第１回入学者選考会議 

言語活動指導者講習会（教職員支援機構）（秋田） 

日本教育大学協会研究集会 （愛知教育大学） 

１年次実践研究構想発表会 

「ふるさと秋田の教育資源」象潟巡検 

秋田大学高大接続教育フォーラム：荒瀬克己氏 講演 

秋田県キャリア教育推進協議会 

附属小学校秋の授業研究会 
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今後の行事予定一覧 
 

１１月 １日 

１１月 ８日 

１１月１７日 

１１月１７日～１８日 

１１月２５日 

１１月３０日 

 

（水） 

（水） 

（金） 

（金）～（土） 

（土） 

（木） 

 

文科省高等教育局大学振興課教員養成企画室長来訪 

秋田市一斉研修会 

附属幼稚園公開 

秋田県学力向上フォーラム 

更新講習併行開催「学校・学級経営」 

秋田県義務教育課長講話「教員の長時間労働」 

 

 

１２月 ２日 

 

１２月 ９日 

１２月 ９日～１０日 

１２月１１日～１５日 

 

 

（土） 

 

（土） 

（土）～（日） 

（月）～（金） 

 

 

更新講習併行開催「学校危機管理」 

大学院説明会 

更新講習併行開催「学社連携・融合の理論と実践」 

日本教職大学院協会研究大会 

カリキュラム・マネジメント指導者養成研修（教職員支援機構） 

 

 

１月 １６日 

１月 ２０日 

 

 

（火） 

（土） 

 

 

雄和小学校・中学校参観訪問 

教育学研究科第Ⅱ期入試 

 

 

２月  ９日～１０日 

２月 １５日 

２月 １６日 

２月 １７日 

 

 

（金）～（土） 

（木） 

（金） 

（土） 

 

 

秋田県総合教育センター教育研究発表会 

第２回模擬授業フェスティバル 

教職実践オープンリフレクション：学卒院生 

       同上      ：現職院生 

 

 

３月 ２２日 

 

（木） 

 

学位授与式 

 

象潟巡検にて 

最後に学部卒院生でパシャリ！ 
「ふるさと秋田の教育資源」象潟巡検 

今の地形はどのようにできたのか…？ 


