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柳澤教員養成企画室長が本教職大学院を訪問 
教職実践専攻長 佐藤 修司 

文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画

室の柳澤好治室長が 11月 1日、秋田大学教育文化

学部及び附属学校園の視察のため、同大保戸野地

区及び手形地区を訪れました。 

 
教育文化学部教員・学生等との意見交換 

 

 午前に附属学校園を授業や施設を視察し、附属

校園の校園長、副校園長と意見交換を行った後、

午後からは、教職大学院や同学部附属教育実践研

究支援センター、臨床心理相談室等を視察しまし

た。教職大学院の院生室では職員室風の配置にし

た部屋の様子を見ながら、院生とも言葉を交わし

院生生活の様子を尋ねていました。引き続き、同

学部の教員・学生・院生等との意見交換を行い、学

部や教職大学院での教員養成のあり方に関して活

発な意見交換がなされました。室長からは、教員

を目指した動機、大学・大学院での学びの様子や

満足度、教職大学院で学んだことをより多くの学

校現場にどのように広めていくのか、などの質問

が出されていました。学生、院生からは、意欲を持

って学習に取り組んでいること、実践力のある教

師、スクールリーダーになるべく努めていること

が述べられました。室長から、教師は教育関係者

だけでなく、企業等の多様なつながりが必要で、

教育にだけとどまらないこと、いろんなマインド

を持ってほしいことが指摘されました。 

 
大学院授業を視察する柳澤室長 

 

 視察の最後には、教職大学院及び学部の授業も

視察され、教職大学院で実施した宮城教育大学と

の交流事業や宮城県仙台市・石巻市等の被災地訪

問等の発表・説明に熱心に耳を傾けていました。

授業ではさらに院生各自が事前に作成して持ち寄

った、学校危機管理に関わる校内研修プログラム、

授業プログラムの検討がグループ毎に行われ、室

長はその様子を興味深く参観されていました。 

 視察後、室長からは、収穫のある出張になった

ことと、教職大学院で実際に学ぶ学生さんたちの

声に非常に説得力があったことが、メールで伝え

られました。

 

 

 

 

   教職大学院の銘板ができました 

   ４号館の入り口から入ってすぐ右の柱 

 

 

 

  

1



授業「学校・学級経営の現状と課題」で県義務教育課長等の講話 
教職実践専攻長 佐藤 修司 

 「学校・学級経営の現状と課題」の授業におい

て、11月 16日、佐川広明さん（秋田県公立小中学

校事務職員研究協議会会長：仙北市立西明寺中学

校統括事務長）をお招きして、「学校事務職員制度

の現状と課題～いま学校事務職員に求められるも

の～」と題してお話を伺いました。会長の他に、全

県から９名の事務職員の方々が参加されました。

チーム学校の流れの中で事務職員への注目は高ま

っているわけですが、事務職員の方々がどのよう

な仕事をしているのか、教員とどのように連携し

ていくのか、どのような課題を抱えているのか、

どのような思いで職務にあたっているのか、とい

ったことについて、あまり触れる機会がありませ

ん。その意味でも貴重な機会となりました。 

11 月 30 日には、秋田県教育庁義務教育課長の

佐藤有正さんをお招きして、「学校における働き

方改革について」と題してお話を伺いました。こ

れもチーム学校の中で、教員の多忙化、長時間労

働の解消が目指されていることから、大変ホット

の話題を取り上げていただきました。国における

議論・政策、全国的な実態を押さえた上で、秋田に

おける現状の取り組みを紹介されました。今後の

視点について、勤務時間・実態の把握や時間管理

の徹底、方法見直し・効率化、教育目標を踏まえた

「精選」、負担感に着目した業務改善、組織的・協

働的な学校体制の整備、子供たちに向き合う活動

に注力できる環境づくり、働き方についての意識

改革と共通理解の醸成などが挙げられました。そ

して、「働き方改革」が議論になっている今が改善

のチャンスであることが強調されました。

 

 

教員養成６年一貫プログラムのスタートに関して 
教職実践専攻長 佐藤 修司 

 来年度から表記のプログラムがスタートするこ

とになりました。これは、学校教育課程の４年次

の学生が、教職大学院の共通科目を 12単位まで履

修することができる制度です。３年次の 12月頃に

申し込んでもらい、1 月頃の面接等により選考し

ます。授業科目を履修し、単位が認定された場合

には、大学院に入学した際に、教職大学院の単位

として認定されます。現職教員学生を始めとする

先輩大学院生から学びの機会が得られると同時

に、教職大学院へ入学した後、余裕を持って授業

を受講したり、実習等に取り組んだりすることが

できます。申請資格として、３年次終了時に、卒業

研究の着手に必要な単位数を修得していること、

３年次前期までの評定平均値が３．０以上である

ことも求められます。ただし、プログラムの受講

者であっても、教職大学院の入学試験を受験する

必要がありますし、教職大学院に入学しない場合、

履修した授業科目の単位は認定されません。 

 この制度は、愛知教育大学など、先行する教職

大学院で多く導入されているものですが、２年次

や１年次で選考を行ったり、入学金を免除したり、

院試で特別枠を設けるなど、大学によって多様で

す。本学の場合は、経済的なメリットはあまりな

いのですが、その分、一般に入学する人との大き

な格差が生じないところは逆にいいところです。 

 どの教職大学院も、学卒院生の数を確保して、

定員割れにならないように、ということだけでは

なく、修了時の教員就職率９割以上を達成するこ

とに躍起になっているわけです。来年度から、こ

のプログラムを活用して教職大学院の科目を履修

する学部４年次学生がいる可能性がありますの

で、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

 

2



認証評価委員を経験して 
教職実践専攻長 佐藤 修司 

 本年度、日本教員養成評価機構の評価委員

を務め、教職大学院の評価に携わりました。

この機構は教職大学院の認証評価を実施する

機関です。法律により、専門職大学院は５年

に１度必ず認証評価を受けて、教育体制等が

基準に適合しているかの評価を受けなければ

なりません。「適」となればいいのですが、

「不適」となれば改善が求められ、最悪の場

合には専門職大学院の廃止といったこともあ

りえないではない制度です。評価委員として

は守秘義務があるので、事細かには書けませ

んが、感じたことを記録しておきたいと思い

ます。本教職大学院も 2019年度に受審するこ

とになっていて、2018年度の実績が主に審査

されることになります。そのための準備を始

めなければなりません。この受審には 300 万

円（！）の手数料が必要になります。近々350

万円に値上げされる予定です。一つのチーム

（各地の教職大学院の教員４名＋学校・教委

経験者１名＋民間教育関係者等１名）が二つ

の教職大学院の評価を担当し、書面審査と訪

問審査（２泊３日）を行いました。 

 第一の感想は、受審大学院の大変さです。厚さ

20～30センチになりそうな資料を作らなければな

りません。新たに作るという意味では自己評価書

だけですが、実際にやっていることの証拠資料と

して前年度に作成した文書等をまとめ上げなけれ

ばなりません。教員の体制については審査年度の

5月時点のものが問われます。 

訪問審査はスケジュール例のように行われま

す。実習校では実習生の授業の様子を見ました。

院生室や図書資料等が揃っているかについてもチ

ェックします。誰に来てもらうかは教職大学院側

が依頼するわけですが、教職大学院の教員が考え

ていることと、教委等の担当者との認識がずれて

いると大変です。特に、大学院教員による実習指

導がきちんと行われているか、実習校との連携が

ちゃんととれているかが重要です。 

 第二の印象は、教職大学院毎の事情が大きく異

なっているということです。１年プログラムの扱

い、実務家教員の任用形態、みなし専任の数や形

態もずいぶんと違うことに驚かされました。随分

と先進的にやっている部分もあれば、課題を抱え

ている部分もあります。このような評価活動を通

して、自分のところの改善に活かしていくことが

可能だと感じました。

 

 

【認証評価スケジュール】 

評価実施の前年度 

１１月 実施大学から評価申請 

 ３月 評価委員会 評価実施大学の決定 

    実施通知・評価手数料支払書類等送付 

 

評価実施年度 

 ５月 評価委員会 評価専門部会設置、評価員

選出 

    評価手数料納付 

 

 

６月 評価専門部会 評価員研修 

    実施大学から自己評価書提出 

７～８月 書面調査 

 ９月 評価専門部会 訪問調査打ち合わせ 

１０～１１月 訪問調査 

１２月 評価専門部会 評価結果原案決定 

 １月 評価委員会 審議・評価結果案提示 

    意見申し立て手続き 

 ２月 意見申立審査会 審議 

 ３月 評価委員会 審議・評価結果決定 
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「期待以上」 
 教職実践専攻教員 関谷 美佳子 

５月。２年次ストマス院生が秋田市内の連携校

で 30日間の教育経験を積む「教職実践インターン

シップⅡ」が始まりました。 

  学部時代に教育実習を経験してきているとはい

え、今回は年間を通して、学校の一員として本格

的に教育活動に取り組むことになります。「学校

に迷惑をかけるようなことになるのではないか

…｣｢職員とのコミュニケーションはうまく取れる

だろうか…」「そもそも、子どもたちにきちんと力

を付ける授業ができるのだろうか…」心配は尽き

ませんでした。 

 しかし、このような不安は間もなく消えていき

ました。院生の頑張りが各連携校から聞こえてく

るようになったのです。｢Ａさんは火曜日以外も頻

繁に学校に行っているそうだよ。『インターンシ

ップ通信』も発行しているんだって。」「Ｂさん

は、実習校の先生方にとても可愛がられて、飲み

会にも誘われたそうだ。」中には、30日どころか、

80日以上学校に行った強者もいました。それぞれ

の実習校でそれぞれのストーリーが展開され、院

生は多様な経験を積む中で大きく成長していった

のです。 

  Ｃさんの例を紹介します。彼はとても謙虚な人

柄で、以前は自分自身に自信をもてないでいる様

子が見られました。しかし、インターンシップを

通して、彼に少しずつ変化が見られるようになっ

てきました。相変わらず謙虚で遠慮がちなＣさん

ではありますが、彼の話す言葉や表情に、以前と

は確実に違う力強さやたくましさ、経験に基づく

自信が感じられるようになってきたのです。 

 実習校からいただいたアンケートの自由記述か

ら、一部を紹介します。「子どもの成長を願い、責

任ある立場であることを自覚して実習に臨んでい

ることがよく表われていた｡｣｢事前の教材研究に

熱心に取り組み、よりよい授業をしようと励んで

いた。うまくいかなかった時でも、反省を基に改

善し、どんな場面でも児童を集中させることがで

きるようになってきた｡｣｢職員ともコミュニケー

ションを図り、職員室を明るい雰囲気にしていた。

所属した学級の仕事のみならず、学校行事などで

は様々な雑務も職員と協力して積極的に取り組

み、大きな戦力となっていた｡｣｢今回の実習では、

受入校としては『忙しくなる、煩わしい』と言うよ

りも、『ありがたい、助かる』ということの方が多

かった。これも実習生の人柄と熱意のおかげであ

ると思う。『いい人に来てもらった』と思ってい

る。」 

 「実習校の戦力となれるような」働きぶりを求

めた「インターンシップⅡ」でしたが、彼らはこの

目標を達成すべく、しっかりと頑張っていたので

した。院生の皆さん、私は来年度以降も、皆さんの

活躍をずっと見守り、応援し続けます。 

 

 

「初心忘るべからず」 
                                               教職実践専攻教員  千葉 圭子 

小学校の教師になりたいという夢が叶ったあの

瞬間の感動を今でも忘れてはいません。担任とな

った２８人の子どもたちの私を見つめる輝く瞳。

男鹿半島の付け根にある海沿いの小学校。通勤時

間は、片道１時間３０分。毎日玄関で迎えてくれ

る笑顔、子どもたちが抱きついてきた時の頬の柔

らかさ。通勤距離の長さを苦痛と感じることなく、

子どもたちに会える喜びに包まれていたあの頃。

「神様からの贈り物」と感じ、「全ての子どもを平

等に愛し、幸せにしたい」と誓ったあの思い。教職

に就いて３０年が経った今でも、あの時の記憶は、

私に、「慣れることなく、慢心することなく、第一

歩を踏み出した時の新鮮で謙虚な気持ちや志を忘

れてはならない」と呼びかけてきます。 

 また、一方で、未熟な自分の姿も思い出されま

す。「楽しさ」をはき違え、子どもたちを騒がせて

周りの学級に迷惑を掛けてしまったこと、腕白な

男子と相撲をとり、上手投げで投げ飛ばしては得

意になっていたこと、学習指導の甘さ（漢字テス

トでとめ、はね、はらいに関係なく丸を付けるな

ど）から保護者に苦言を呈されたこと等々、恥ず

かしいことは多数。タイムマシーンがあるなら、

あの頃の自分を指導しに行きたい思いになりま

す。しかし、未熟さや勉強不足を痛感したのは、初

任の時ばかりではありません。年齢を経ても、経

験を積んでも、そうした場面はありました。以前

に比べれば成長した自分であっても、完璧な自分、

満足できる自分などないのです。「初心」は新鮮な

感覚と自身の未熟さへのふがいなさが交差する思

いなのかもしれません。 

  初めて教職に就く学部卒院生の皆さん、教職大

学院で学びを深め更に力量アップした現職の皆さ

ん、「初心忘るべからず」新鮮な気持ちを失うこと

なく、常に向上心をもって、教職の道を進んでほ

しいと願っています。
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教員免許状更新講習の講師を担当して 
       学校マネジメントコース 現職院生１年次 近藤 明子 

 教員免許状更新講習で佐藤教授担当の「学校づ

くりと教職員の課題」（9/24、11/25）及び「危機

管理と教職員の課題」（9/30、12/2）は、Ｍ１の院

生も受講しています。私たち学校マネジメントコ

ースの６人は、それぞれの講習で、午後の講義の

講師を担当させていただきました。 

 「学校づくりと教職員の課題」の午後は、学校組

織マネジメントのポイント、ＳＷＯＴ分析による

特色づくり、ＯＪＤ活性度診断が主な内容でした。

受講された先生方には、「自分の学校ならではの

特色を出すために」とか「本校の強みを発揮する

には」などについて考え協議することを通して、

管理職や一部の主任たちに任せるのではなく、学

校の現状を職員全員で分析し、学校運営の方向や

学校組織の在り方を一緒に話し合うような学校風

土づくりが大切だという思いをもっていただけた

と思います。 

     ポジションペーパー作成の様子 

 また「危機管理と教職員の課題」の午後の主な

内容は、マスコミ対応のポイント、事故事例に関

するポジションペーパーの作成、マスコミ対応の

ロールプレイング（緊急記者会見）でした。ロール

プレイングで学校側の役を務めた先生方は臨場感

たっぷりの表情、つまり緊張した硬い表情で、中

には涙がこぼれそうになっている方もいらっしゃ

いました。危機管理の最終段階を疑似体験するこ

とにより、危機管理の第一段階、つまり未然防止

がいかに大切か、改めて深く考えられたようでし

た。 

       模擬記者会見の様子 

私は、どちらの講義からも「校務分掌や経験年数

にこだわらずに全員が学校運営への参画意識を強

くもつことが大切だ」というメッセージを感じま

した。学校現場に戻ってからもこのメッセージを

念頭に置き、よりよい学校風土づくりに貢献でき

る教員で在りたいと思います。 

 

 

平成２９年度学校安全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 鐙 基倫 

 私ともう一人の本学現職院生は、独立行政法人

教職員支援機構の指導者養成研修に今年度、３回

も参加する機会をいただいた。学校安全指導者養

成研修（９月１１日～１５日）では、研修期間中に

Ｊアラートが鳴り、文部科学省安全教育調査官か

ら、Ｊアラートに基づいた学校における対応につ

いて話があるなど、まさに学校現場で生きて働く

研修であった。研修の主な内容は、「生活安全」

「交通安全」「災害安全」の３領域が中心であっ

た。生活安全では、学校事故に関して当事者の方

から直接講話をいただくことができ、学校は子ど

もの命を預かっていることを深く考えることがで

きた。４日目には、１日かけて班で学校安全計画

を作成し、その際に留意した点は、教科横断的な

内容について、災害教育に関する各教科の「見方・

考え方」をマップに入れ込んだことである。この

演習では、学校安全計画に危機を予測して課題を

見付け、チームとして機能できるようにしていく

ことが大切であると学んだ。 
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平成２９年度カリキュラム・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 泉 拓行 

１２月１１日～１５日に行われたカリキュラ

ム・マネジメント（以下カリマネ）指導者養成研修

には、本学より３名が参加させていただいた。全

国から２５７名という参加人数であったが、申込

者数は更に多数であったと伺い、新学習指導要領

の段階的実施に向け、全国的な関心の高まりを感

じさせられた。研修内容は、カリマネと新学習指

導要領との関わり、学校の特色を生かした実践報

告、研修の在り方、評価・改善のためのグループワ

ーク、学校ビジョンと戦略、校長のリーダーシッ

プ、研修プランの作成等という構成であり、それ

らが学習指導要領に記述されている内容と重なっ

ているものであった。生きる力に関わる資質・能

力の育成等学校教育に求められている多様な課題

を達成に向けて、教育課程に基づき組織的かつ計

画的に学校教育の質の向上を（図る）ための手立

てとして、カリマネの確立が求められていること

が理解できた。研修の成果を発揮できるよう研鑽

を続けていきたいと思う。 

 

 

平成２９年度言語活動指導者養成研修に参加して 
                 カリキュラム・授業開発コース 現職院生１年次 柴田 創一郎 

10月 10日（火）から 3泊 4日の日程で、秋田県

総合教育センター等を会場に行われた平成 29 年

度言語活動指導者養成研修に参加しました。 

初日は、研修を進める上で前提となる事柄に関

する講義があり、言語活動の定義・目的のほか、言

語活動の「自己目的化」を防ぐことが特に強調さ

れました。また、講義形式は全否定すべきもので

はなく、「深い学び」につながっているかどうかを

判断基準にして学習形態を決める、という内容が

印象に残りました。 

2 日目は、他県の指導主事や教諭の先生と高等

学校における課題について協議した後、午後は秋

田高校を会場に授業参観と研究協議を行いまし

た。参観前に各グループで「視点」を決め、参観後

に「授業者への指導助言」をまとめました。視点を

明確にした上で授業を評価・分析し、授業者や参

観者にポイントや改善点を簡潔に伝えることの難

しさを実感しました。 

３日目は、教科別のグループに分かれて、「教科

指導上の課題」と「言語活動の充実」の２点を意識

した指導案を作成しました。従来、講義中心にな

りがちであった高等学校の古典の授業において、

いかに生徒の主体性を引き出し、協議を有効に生

かすかという点を重視した指導案を作成すること

ができ、大変有意義な研修となりました。協議中、

国語総合と古典Ｂとの系統性等、自分自身の学習

指導要領の理解の浅さを痛感する場面が何度もあ

りました。これらの理解の浅さや認識が不十分な

点について、文部科学省初等中等教育局視学官大

滝一登先生から、丁寧な指導・助言をいただき、自

分の認識不足を補うことができたことも大きな収

穫でした。 

今回の研修では、他県の方々からそれぞれの県の

実情を聞く機会が多くあり、本県の高校教育や教

科指導の在り方を相対化して考えることができま

した。この経験を、自身の指導力向上に生かすだ

けでなく、勤務校に持ち帰り、活用・還元したいと

考えています。 
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「平成 29年度日本教職大学院協会研究大会」を終えて 
 カリキュラム・授業開発コース 学部卒院生２年次 野坂 奨 

日本教職大学院協会研究大会の１日目、１２月

９日に、分科会①「実践研究成果公開フォーラム」

が、一橋大学一橋講堂（千代田区一ツ橋）で行われ

ました。教職大学院が発足してから 10 年経ち、全

国に教職大学院が設立しました。全国の教職大学

院では、それぞれの強みを生かしたカリキュラム

をつくり、理論と実践の往還を繰り返し高度な教

員養成の役割を果たしています。 

 私は今回、教職大学院協会研究大会でいくつか

の大学院の発表を聞く機会をいただきました。特

に印象に残っている発表は、広島大学の発表です。

広島大学教職大学院では、「『ユーザー』ではなく

『メーカー』になれ」ということを強調されてい

ました。つまり、先行研究を参考に実践する「使用

者」よりも、研究や実践を通じて新たに考えや理

論を創造する「作り手」となれという意味です。カ

リキュラムもその言葉通り、研究に重きを置いた

ものとなっていました。 

 また、研究大会では秋田大学教職大学院も「秋

田型授業による実践知の継承・創造及び県境を越

えた東北地区の協働を促す取組み」をテーマに発

表させていただきました。ありがたいことに、多

くの方々から関心を示していただき、会場はほと

んどの席が埋まっていました。私は特に「東北地

区の協働を促す取組み」として宮城大学院教職大

学院との交流や震災・防災教育について発表させ

ていただき、全国に秋田大学教職大学院の特色を

伝えることができました。 

今回研究大会に参加し、他の教職大学院の特色

を知ることで、秋田大学教職大学院の現状に満足

せず、より理論的・実践的な学びとなるために何

ができるのか考えるきっかけとなりました。また、

発表を終えて改めて、注目されている秋田県の教

育をさらに発展させるために、自らを磨かねばな

らないと強く感じました。

 

 

日本教職大学院協会研究大会の 

ポスターセッションに参加して 
 カリキュラム・授業開発コース  

       学部卒院生２年次 柴田省吾 

 日本教職大学院協会研究大会の２日目、１２月

１０日に、分科会②「ポスターセッション」が行わ

れました。50 校の教職大学院が参加しており、会

場はとても賑わっていました。ポスター発表者は、

現職院生の方が多かったのですが、私と同じスト

マスも何人か参加していました。 

 私が、興味をもったのは、長崎大学大学院の発

表です。長崎大学大学院では、各教科の研究も行

われており、ポスター発表は体育科の学生による

ものでした。私と同じストマスの学生の発表でし
たが、私でもまねして授業実践できるような内容

でした。この発表以外の発表内容も、私でもまね
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して実践できそうであり、かつ、興味深い内容の

ものが多かくありました。とくに、小学校教員を

目指す私にとっては、様々な教科の実践研究の内

容はとても参考になりました。 

 私の発表した実践研究にも、何人かの院生や大

学教員が興味をもってくださり、質疑応答を通し

て、多くのことを学ぶことができました。とくに、

常葉大学大学院では、何人かの学生が、教科の中

に防災的な内容を入れ込む研究をしているようで、

活発な意見交換を行うことができました。 

 新学習指導要領の内容を取り入れた研究もあり、

新しい情報や実践を知ることができました。来年

度から、このような実践研究を、今年よりもより

多く聞くことができるということを考えると、と

てもわくわくしました。来年度の研究大会に出席

できるかは分かりませんが、時間をうまく作って、

このような研究大会に出席し、学びを深めていき

たいと思いました。 

 

ソフトバレーボール大会古内杯 

みんなで準備体操！ 

           

忘年会を終えて 
カリキュラム・授業開発コース 学部卒院生１年次 近藤 大地 

１２月２６日にソフトバレーボール大会「古内

杯」と忘年会が開かれました。古内杯では各院生

室チームと教員チームの計４チームでソフトバレ

ーを楽しみました。 

大盛況の古内杯終了後、秋田市大町のハッピー

ドリームにて忘年会が行われました。まず、教育

文化学部長の武田篤先生からあいさつをいただき

ました。今年を振り返るとともに来年に向けた武

田先生のお言葉に、全院生は身の引き締まる思い

でした。そして、佐藤修司専攻長の乾杯のご発声

とともに歓談の時間となりました。後期に受講し

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、

参加された全員の先生方や院生から、2017 年の

振り返りと 2018 年に向けた抱負について一人一

人スピーチをしました。私もスピーチをさせてい

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。 

そのほかに、教職大学院５大ニュースやプレゼ

ント交換など楽しいイベントが盛りだくさんでし

た。楽しい時間はあっという間に過ぎ、最後は神

居隆先生の締めの乾杯。総勢 41 名が 2018 年も

互いに切磋琢磨し深い学びのある１年になること

を願って、大きな拍手で忘年会が終了しました。

忘年会の様子 

教職大学院２年目を祝ってケーキ入刀！ 
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１１月～１２月の行事一覧 

 

１１月 １日（水） 文科省高等教育局国立大学法人支援課教員養成企画室長来訪 

           院生・教員との意見交換、施設見学、授業見学 

１１月 ８日（水） 秋田市一斉研修会 

１１月１３日（月） 秋田大学監事監査 

１１月１６日（木） 秋田県小中事務職員研究協議会会長講話「事務職員とチーム学校」 

１１月１７日    附属幼稚園公開 

１１月１７日・１８日 秋田県学力向上フォーラム 

１１月２０日（月） 文部科学省訪問・意見交換（学長・研究科長・専攻長等）  文科省 

１１月２２日（水） 第１回教職大学院ＦＤ １４名参加 

１１月２５日（土） 更新講習併行開催「学校・学級経営」 

１１月２７日（月） 第 11回教職実践専攻会議 

１１月３０日（木） 秋田県義務教育課長講話「学校における働き方改革」 

１２月 １日（金）・２日（土） スタージュ・ウインターキャンプ         ユースパル 

１２月 ２日（土） 更新講習併行開催「学校危機管理」 

          第２回大学院説明会 

１２月 ９日（土） 更新講習併行開催「学社連携・融合の理論と実践」 

１２月９日（土）・１０日（日） 日本教職大学院協会研究大会 

１２月１１日～１５日 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 

１２月１２日（火） 今後の日程等院生説明会 

１２月１４日（木） 第２回教職大学院ＦＤ（教科教育教員懇談会） 

１２月１５日（金） 第 12回教職実践専攻会議 

１２月２６日（火） 教職大学院大忘年会 

 

１月以降の予定行事一覧 
 

 １月 ５日（金） ミニミニ教育実習公開日                横手北中学校 

１月９日～１２日  実践報告書中間発表会 

 １月１６日（火） 雄和小学校・中学校参観訪問 

 １月２０日（土） 教育学研究科第Ⅱ期入試 

 １月２６日（金） 教員養成６年一貫プログラム試験日 

 ２月 ６日（火） 実践研究報告書等提出締切日 

          事前発表会 

 ２月８日（木）・９日（金） 秋田県総合教育センター教育研究発表会 

 ２月１６日（金） 教職実践オープンリフレクション：学卒院生 

 ２月１７日（土）   同上           ：現職院生 

          第１回あきたの教師力高度化フォーラム 

 ２月２０日（火） 第２回あきたの教師力高度化フォーラム 

２月２１日（水） 第３回模擬授業フェスティバル 

３月 ９日（金） 宮城教育大学実践交流会                宮城教育大学 

３月１６日（金） 第３回あきたの教師力高度化フォーラム 

 ３月２２日（木） 学位授与式 
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教師力高度化の新たな扉を開く教師力高度化の新たな扉を開く

秋田大学教職大学院
第２回

教職実践オープンリフレクション教職実践オープンリフレクション
秋田大学教職大学院は開設２年目を迎え，全てのコースで修了者を教育現場に送
り出します。そして，教師力高度化を目指してきた，この２年間の歩みを問うべく，「第２
回教職実践オープンリフレクション」を開催して，学部卒院生及び現職院生の中間発
表，教育実践研究発表（修了予定者）を行います。
第２日目は，鼎談「教職大学院に期待すること」を合わせて，「第１回あきたの教師

力高度化フォーラム」と位置づけ，広く全国に公開して教師力高度化の方策を探りま
す。皆様の御参加を心からお待ちしております。

本学教職大学院では，
全国トップレベルの学力を
支えている秋田県現職院
生と，明日の教育を担う
学部卒院生が共に学び，
刺激し合うことで，教員とし
て成長する力を高め合っ
ています。

【期 日】平成30年２月16日（金）・17日（土）
【場 所】秋田大学手形キャンパス教育文化学部（教育３号館ホール前で受付）
【日 程】第１日目： 10：00～12：00 中間発表（学部卒院生1年次）

13：30～16：00 教育実践研究発表（学部卒院生２年次）
第２日目： 9：30～10：20 中間発表（現職院生１年次）

10：25～11：35 教育実践研究発表（現職院生２年次）
11：45～12：35 大学院進学者説明会

現職院生派遣校との打合せ会
13：00～14：30 鼎談「教職大学院に期待すること」

基調提案：秋田県教育次長 鎌 田 信
大仙市教育長 吉 川 正 一

14：45～16：00 教育実践研究発表（現職院生１年次）
16：15～16：30 全体会
＊大学院進学者説明会・現職院生派遣校との打合せ会に参加される
方は,直接,教育実践研究支援センター内の会場にお越しください。

【主 催】秋田大学教職大学院（大学院教育学研究科教職実践専攻）
【後 援】秋田県教育委員会・秋田市教育委員会

＊お申し込み方法及びアクセスは，裏面をご覧ください。
＊お問い合わせ先は，秋田大学大学院教育学研究科田仲誠祐
（TEL：018-889-2766 E-mail：kyoshoku@ed.akita-u.ac.jp）
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Akita University

秋田大学

　平成28年度に発足した秋田大学教職大学院は２年が経過しようとしています。１年プログラムであ
る学校マネジメントコースはすでに修了生を出していますが、大学院としては今年度が完成年度となり、
その成果が試される時となっています。
　同時に、中教審答申（2015年12月）や有識者会議報告（2017年8月）などにより、教員養成、
研修、採用の一体化、体系化が求められ、教員養成系学部、教職大学院、附属学校園が果たす
べき役割は大きくなっています。
　年度末ではありますが、秋田における教師力の一層の高度化を目指して、３回のフォーラムを企画
しました。日時やテーマをご覧になり、ぜひ多くの方のご参加をいただけますよう、お願いいたします。

あきたの教師力高度化
フォーラム

【主催】秋田大学教職大学院／教育文化学部／教育実践研究支援センター
【後援】秋田県教育委員会／秋田市教育委員会
【問い合わせ先】秋田大学教育文化学部総務担当
　〒010-8502 秋田市手形学園町1-1
　☎018-889-2503   Fax018-833-3049   E-mail kyosou@jimu.akita-u.ac.jp
【申し込み方法】
　参加を希望される場合は、第１回と第２回については２月７日（水）までに、
　第３回については３月７日（水）までに、E-mailまたはFaxにより所定の申込書を
　送付してください。

場所  秋田大学60周年記念ホール他（秋田大学手形キャンパス教育文化学部3号館）

対象  国・公・私立大学教職員、教育委員会、教員志望学生・院生など

秋田大学教職大学院

平成30年2月17日（土）9:30～16:30（9:00開場）

秋田大学教職大学院の成果と未来への期待第1回

平成30年2月20日（火）13:30～17:00（13:00開場）

教員育成指標を養成・研修にどう活かすか第2回

平成30年3月16日（金）14:30～17:10（14:00開場）

教員養成のこれからを考える－まなびの総合エリア8周年を迎えて－第3回
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