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教職大学院協会研究大会
教職実践専攻（教職大学院）
教授

平成 30 年度日本教職大学院協会研究大会が東
京の学術センターにおいて行われました。

鎌田

信

－〈対話的授業〉の実践から－」の発表がありま
した。５３本の教職大学院の修了生・院生の発表・

第一日目の実践研究成果フォーラムでは１７大

展示がありましたが、保坂さんの発表は内容が明

学の各教職大学院の特色ある取組や成果について

確であると共に発表態度、声量などすばらしい発

発表がなされ、活発な意見交換が行われました。

表でした。そして圧巻だったのは発表時間７分全

各教職大学院にはそれぞれのミッションがあり、

て使い切った発表をし終えると同時に終了のベル

ミッション遂行のための様々な取組が行われてお

の音、大学教員でもなかなかこうはいかないと思

り、大変参考になったところです。愛媛大学の

わせる発表でした。その後の質問にも一つも動ぜ

「個々の職能成長を支援するオーダーメイド実習

ずに受け答えしており、保坂さんの２年間の教職

の取組」の発表や、滋賀大学の「大学と教育委員

大学院の成果が凝縮されていたように思います。

会および地域の資源を活用した特色ある実習の取

教職大学院はただ単に実践力を高め、現場に出

組－〈グローバル〉と〈ローカル〉の視点を求め

たときにスムーズに対応できる力を養っているの

て－」の発表は両大学とも実習方法や内容に特色

ではありません。深い学識と卓越した実践力を培

をもたせた実践報告であり示唆に富むものであり

うことを目的としています。実践－理論－実践の

ました。

往還をしっかりできる教員を育成しているので

2018 年は全国全ての都道府県に教職大学院が設
置され、５４大学となりました。今後、益々各大
学の特色ある取組が問われることになろうと思い
ますが、それらはすべて、いかに優秀な教員を育
成するかを目指してのことです。本教職大学院に
おいても全国に負けない優秀な教員を育成し、秋
田の教育を支える様々な取組が行なわれているこ
とを、研究フォーラムに参加してあらためて思っ
たところでした。
第二日目は文部科学省からの基調講演、パネル
ディスカッション、そしてポスターセッションで
した。今回の研究大会の目的の一つにポスターセ
ッションにおける院生２年次保坂迪菜さんの「知
的障害児教育における教科教育の指導方法の検討

す。そんな力の一面が育成されていることを彼女
の発表は物語っていました。

人

の た

め

に
附属教育実践研究支援センター
鎌田

寿和

昨年、教採対策で、小学校の教科書をたくさん

てきたこと、それは、
「人のためになることをしな

広げる機会がありました。そのなかで、日野原重

さい」でした。この言葉を生きる原点としてきた

明さんの「君たちに伝えたいこと」
（６年国語）が

そうです。もう少し前の平成２４年、iＰＳ細胞の

目にとまりました。

開発で、同じノーベル賞を授賞した山中伸弥教授

「ほかの人のために自分の時間を使うというこ

は、医者仲間から「お前はほんまにジャマナカや」

とは、自分の時間がうばわれて、損をすることで

と言われ続けても、治らない病気で苦しんでいる

はないのです。それどころか、ほかのことでは味

人を一日も早く助けたい、人のために役に立ちた

わえない特別な喜びで心がいっぱいに満たされる

いという思いで、外科医から研究者の道を志し、i

のです。こんな大きなお返しをしてもらえること

ＰＳ細胞にたどり着きます。

なんか、めったにありません。
・・・」（原文のま
ま）改めてすばらしい教材と思いました。
さて、スーパーボランティアの尾畠春夫さんを
「情熱大陸」で視聴し、その直向きさに感心しつ

私が４年前、会津若松市に出張したとき、会津
白虎地蔵に書かれた「人の道」という詩に出会い
ました。詩の中の一文、
「人は人のために生きてこ
そ人という。」

つ、平成２７年にノーベル生理学・医学賞を受賞

小さくて、ささやかなことから大きな志まで、

した「元」定時制高校教師の大村智教授のことを

いろいろある「人のために」。人として、日本人と

思い出しました。大村先生が祖母から言われ続け

して、地球市民として、行動できればと思います。

研修旅行 1 日目 東成瀬村の教育からの学び
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生 1 年次
平成 30 年 10 月 18 日(木)～20(土)まで、秋田大
学教職大学院研修旅行が行われた。初日は東成瀬

佐藤 将太郎

深めることで子どもたちの生きる力がサポートさ
れていた。

小学校・中学校を訪問した。私が感じた東成瀬村
の教育の特徴は「連携」であると考える。保・小・
中での連携では、幼児児童生徒の交流のみではな
く、職員同士の交流も頻繁である。中学校では、
授業者の教科担任に加え、サポートＴＴでもう一
人の教師との連携をしながら授業を行っている。
また、地域だけで完結するのではなく、秋田大学
の阿部昇教授をはじめとする大学教員の協力によ
る授業のレベルアップや、
「グローバル“夢”ミー
ティング」による秋田大学留学生との交流も盛ん
であることから、東成瀬村内外での連携・協力を

＊

＊

＊

東成瀬村の学校は、少人数・小規模である。こ
のメリットを生かした教育がなされている。特に、

めている。
また、東成瀬村の鶴飼教育長から教育行政の説

家庭学習ノートでは、毎日担任がコメントを書き

明を伺い、教育長の教育への熱い思いを受け取っ

入れている点が印象に残った。毎回コメントが返

た。鶴飼教育長のもと、東成瀬村全体の力で子ど

ってくることで、子どもたちは家庭でも勉強を頑

もたちの教育は守られていると感じた。私も教育

張ろうと思えるだろうし、家庭学習のレベルアッ

への思いは強く持ち続けようと思う。

プにもつながるだろう。他にも、交換自学ノート

1 日目の日程が終了し、私たちはこの日、東成

の取り組みで、他の友達の自学の取り組みを参考

瀬村の「やまゆり温泉ホテルブラン」に宿泊した。

にできたり、中学生の先輩に自学の取り組みを見

そこで美味しい食事を楽しんだり、温泉で疲れを

てもらったり、部門別の自学ノートコンテストを

癒したりし、翌日の陸前高田市への訪問の英気を

行ったりして、絶えず自学ノートの質の向上に努

養い、研修旅行 1 日目を終えた。

研修旅行２日目（陸前高田市を訪問して）
発達教育・特別支援コース
現職院生1年次 相原 淳
研修２日目はやまゆり温泉ホテルブランを出発

の入った練習が行われていました。この日常行わ

し、バスで岩手県内を横断して太平洋側の陸前高

れる何気ない学校生活こそ、子どもたちにとって

田市に向かいました。私は平成23年6月から11月ま

とても大切な時間であると感じました。朝、学校

での計４回、のべ12日間、その道を通って「被災

に来て友達と顔を合わせ、話をしたり、遊んだり、

地への特別支援学校職員派遣事業」で岩手県立気

勉強をしたりして夕方には家に帰る。どこにでも

仙光陵支援学校へ支援に行きました。その当時は、

ある何気ない日常こそ、震災を受けて非日常的な

震災から間もないこともあり、陸前高田の街には

辛い経験をしてきた子どもたちにとって、子ども

瓦礫の山が数多くあり、全国各地からの支援ボラ

らしい自然な姿を取り戻すための大切な時間であ

ンティアの方々や行き交う工事車両の多さに驚き、

ると感じました。被災地に足を運び、復興の現状

被害の大きさにショックを受けたことを覚えてい

とそこに暮らす人たちの日常について実際に見て

ます。それから７年が経ち、街から瓦礫はなくな

体験することができたことは大きな意味がありま

って新しい建物が建ち、一見するとそこに住む人

した。この経験を学校での防災教育、自分の大切

たちの生活は順調に復興しているように見えまし

な家族を守ることに活かしていきたいと感じまし

た。しかし、語り部さんからの話を聞き未だ仮設

た。

住宅で暮らす人、自力再建できずに引っ越したく
てもできない人、頑張ろうと張り詰めていた気持
ちが時間の経過とともに保てなくなり、無力感や
虚無感を感じる人など、当時とはまた違った苦し
みや悲しみ、葛藤があり、本当の意味での復興と
は何なのかと考えさせられました。
見学させていただいた陸前高田市立高田小学校
では、間近に迫った学習発表会に向けて各学年熱

研修旅行３日目（大槌町を訪問して）
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生２年次 保達 諒平
私たちは、研修３日目に岩手県大槌町を訪問し、

たちには、犠牲者とその遺族を思うためにも黙祷

「おらが大槌夢広場」の代表理事である神谷未生

をお願いしているという。私たちは黙祷を捧げ、

さんからの説明を受けながら被災した場所を見

旧町役場を後にした。二か所目は城山公園である。

学した。

城山公園からは新旧大槌町役場や震災後に建て

はじめに、大槌町文化交流センターで震災前の

られた住宅、復興工事の様子など大槌町を一望す

街の様子を再現した模型を使いながら、大槌町の

ることができた。大槌町を一望できる高さにある

地理的条件という視点から東日本大震災の被災

公園まで避難することの大変さを説明していた

状況を説明していただいた。私は神谷さんの説明

だいた。城山公園には納骨堂や被災地の方々とボ

を聞いて、ただ震災の恐ろしさを知るだけではな

ランティアの方々が協力して作った「希望の灯り」

く自分が住んでいる場所や通っている学校の地

があった。納骨堂や「希望の灯り」、街の様子を

理的条件を把握しておかなければならないと感

見学して、被災した方々とその遺族への思いと東

じた。

日本大震災から得た教訓を忘れてはならないと

次に、大槌町の人たちが実際に避難した場所を

強く感じることができた。

訪問した。一か所目は旧大槌町役場である。旧町

神谷さんが今回の説明の中で何度も訴えてい

役場は被災した当時のまま残されていた。建物の

たことがある。それは自らが率先して避難者にな

内部に入っての見学はできなかったが、とても高

ってほしいということである。自分の命だけでは

い位置にある時計が止まっていたりコンクリー

なく、生徒や近隣住民の命を守るためにも神谷さ

トが崩れていたりしている様子から当時の津波

んの訴えを心に刻んでおきたい。

の恐ろしさを感じた。団体で旧町役場を訪れた人

八峰町フィールドワーク
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次 照井 佳那子
10 月 27 日に、講義「ふるさと秋田の教育資源
とカリキュラム開発」のフィールドワークとして、

ない関係にあるのだということを改めて実感し、
驚いた時間でした。

秋田県八峰町を訪問しました。八森いさりび温泉

私は八峰町の出身ではありませんが、フィール

ハタハタ館で集合し、八森ぶなっこランド、八森

ドワークでの体験と、そこで地形や文化について

漁港、ブラックサンドビーチ、白瀑神社を巡りま

の知識を得たことで、八峰町にとても愛着を感じ

した。午前は雨模様でしたが、午後にかけて次第

るようになりました。また、秋田県名物のハタハ

に晴れ、雨上がりの緑が色濃い山道や、迫力のあ

タや白神山地について、なぜこの地でできたのか

る白瀧を散策することができました。昼食は八森

どのような点が特徴なのかという理解が深まり、

漁港の市場で、新鮮なお刺身とホッケのつみれ汁

秋田県を誇る気持ちが高まったように思います。

を頂きました。肌寒い雨の気温にホッケ汁が

今回のフィールドワークの最中には、林信太郎

身にしみるようで美味しかったです。雨の日の

先生が「現在自分が立っている場所がどのような

フィールドワークも魅力がたくさんあると思われ

所なのか改めて考えよう」ということを何度もお

ました。

っしゃっていました。まずは自分の生活とその土

フィールドワークの後は八峰町で発見した物事

地がどのように関わっているのか興味をもつとい

を、イメージマップで視覚化する作業を行いまし

うことが、ふるさと秋田に愛着をもつ第一歩目で

た。いざイメージマップを作成してみると、ハタ

はないかと思います。特に、2018 年は秋田県が全

ハタ館の温泉も、白神山地のブナ林も、美味しか

国的に注目されるニュースがたくさんありました。

った魚介類や、帰りに食べた豆乳ソフトクリーム

フィールドワークでの経験と、これらの話題をう

も、一見、関係のないように思えるもの同士が実

まく取り入れながら、生徒にとって親近感や必要

は全てつながっているのだということが判明しま

感のあるふるさと教育を考えていきたいと思いま

した。自然と人間の暮らしが切り離すことのでき

す。

全国小学校道徳教育研究大会秋田大会・東北地区中学校道徳教育研究大会秋田大会に参加して
カリキュラム・授業開発コース
現職院生 1 年次

柴田 恵子

本大会は、11 月８、９日の二日間にわたって開

演が行われた。課題別分科会において、仙台市立

催された。大会主題「豊かなかかわりの中で、自

中野中学校の実践では、
「対話を通して多様な考え

分を見つめ、よりよく生きようとする児童生徒の

方を身に付ける生徒の育成」を目指した提案がな

育成～思いを語り合い、考えを深める道徳科の実

された。湯沢北中学校の実践では、
「話合う力を育

践を通して～」のもと、第１日目は、秋田市内の

てる段階的な手立て等」について具体的な内容を

小中学校を会場に公開授業・授業分科会等が行わ

お聞きすることができた。指導助言では、
「チーム

れた。どの学校でもこれまでの積み重ねが感じら

道徳をどのように考えているのか」を語り合える

れる授業であった。参加した授業分科会では、
「ね

仲間を増やすことの大切さ等についてご指導いた

らいに迫る発問の工夫」
「考えを深める語り合いの

だいた。また、文部科学省教科調査官の浅見哲也

ための手立て」の２つの視点について、活発な意

氏の指導講話では、道徳科における「主体的・対

見交換がなされた。指導助言では、
「資料等とどの

話的で深い学び」について、今後の方向性等も含

ように向き合うのか、教師の発問の工夫等」につ

めたお話をいただいた。記念講演は、秋田ノーザ

いてご指導いただいた。さらに、秋田公立美術大

ンハピネッツの水野勇気社長の「バスケで秋田を

学副学長の毛内嘉威先生から、来年度の全面実施

元気に～ゼロからの挑戦～」という演題で、
「ふる

に向けて「道徳科に向けた授業改善と評価」とい

さと秋田の良さをどんどん発信し、みんなで秋田

う演題で、道徳教育の背景や道徳科の目標・指導・

を盛り上げていこう」という前向きな内容であっ

評価のポイント等の具体的な内容についてご指導

た。今後の道徳教育の方向性を改めて確認するこ

いただいた。

とができ、大変貴重な機会をいただいた。

第２日目は、課題別分科会と指導講話、記念講

いじめ防止研修会に参加して
学校マネジメントコース
現職院生１年次

高橋 司

12 月 1 日（土）秋田大学 60 周年記念ホールに

が作成したいじめ事案の報告書の活用が、いじめ

て、大学関係者、教育委員会、現職教員、秋田大

の発生やその対応について多くの知識を得られる

学の学生など 150 名を超える参加者のもと、「い

こと、いじめに対する教職員への意識付けを促す

じめ防止研修会」が開催された。文部科学省初等

ことに有効であることを説明していただいた。演

中等教育局児童生徒課生徒指導室長松木秀彰様か

習「いじめの発見につながる効果的なアンケート

らは、いじめの問題に関する取組と現状について、

の方法を考える」では、様式、内容、実施方法に

各種調査結果をもとに具体的に説明していただい

ついてグループを作成し、多様な考えを交流しな

た。小学校におけるいじめの認知件数がここ 5 年

がら知ることができた。今まで実践していたアン

間で約 2.5 倍に増加していることは、いじめを初

ケートは果たして子どもたちの不安や悩みを感じ

期段階から積極的に認知しその解消に向けて取り

取れるアンケートになっていたのか、改めて見つ

組み始めていることの表れであること、いじめの

めなおすきっかけとなる演習となった。子どもの

発見には情報を集め組織的に共有する最初の対応

ささいな行動や言動に細心の注意を払うとともに、

が重要であることを述べられた。また、いじめの

不安や悩みを抱える子どもから発するサインを読

未然防止、早期発見や児童生徒への支援の視点か

み取り、寄り添うことができるためにはどのよう

らの対応の参考となる「いじめ対策に係る事例集」

な対策を学校でとることができるのか考える研修

の活用方法についても学ぶことができた。

会となった。子どもたちが集団の中で学校生活を

上越教育大学の高橋知己教授の講演・演習「い
じめの様態と対応を考える」では、第三者委員会

仲間と過ごす中で、自己肯定感を高める教育活動
とはどのようなものか今後も考えていきたい。

いじめ防止研修会に参加して
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生 2 年次

稲継 大輝

12 月 1 日（土）に BP（いじめ防止支援）プロジ

取組と現状」についてご講話をいただき、
「いじめ

ェクトの一環として、宮城教育大学主催のもと、

はどの学校でもどの子どもにも起こり得る」とさ

平成 30 年度いじめ防止研修会が本学にて開催さ

れた上で、教職員の抱え込みが悲惨ないじめ関連

れました。同プロジェクトは、宮城教育大学、鳴

事案につながっており、
「組織的にいじめに対して

門教育大学、上越教育大学、福岡教育大学が共同

取り組む」必要性があることを強調されました。

して 2015 年に立ち上げられたプロジェクトで、今

また、研修会後半部では、上越教育大学大学院

回の研修会には、本学部教職員、学生・院生のほ

の高橋知己教授から「いじめの様態と対応を考え

か、県内外の教員や学生ら約 150 名の参加があり

る」と題してご講話をいただき、
「社会性の脆弱さ

ました。

（コミュニケーションの問題）という現代社会の

研修会前半部では、文部科学省児童生徒課生徒

抱える課題」がいじめに影響を与えていると指摘

指導室の松木秀彰室長から「いじめ問題に関する

され、コミュニケーションの重要性に触れられる

とともに、3 つのいじめ事案の報告書の分析を通

切なる願いをもって作成されたものであり、その

して「早期発見」
・
「行内体制の整備」
・
「情報の共

活用を通して教職員のいじめに対する意識の向上

有」
・
「教員の資質の向上」
・
「他の機関や地域との

が図られるべきだと感じます。いじめを他人事と

連携」という課題が挙げられることを示されまし

して捉えず、自分事として捉えることを訴える教

た。

員自身が、まずは各地の報告書を活用した研修会

こうしたお話を伺っていく中で、高橋教授の「い

等を行うことで，
「いじめはどこでも・誰にでも起

じめ事案の報告書の活用」についての提言に心に

こり得ること」という自分事としての意識を醸成

来るものがありました。報告書は、今後いじめ、

し、
「いじめを絶対に許さない」という姿勢・組織

いじめによる自殺事件が発生しないようにという

を作っていく必要性があると思いました。

東北地区教職大学院学生授業・研究交流会に参加して
カリキュラム･授業開発コース
現職院生 1 年次

阿部 匠

私は、11 月 30 日に宮城教育大学附属小学校で

対話的な学びの姿には驚かされました。
「学び合う

行われた東北地区教職大学院学生授業・研究交流

姿はこうあるべきだ」と感じるとともに、この姿

会において、算数の提案授業をさせていただきま

を育成するためのノウハウを知りたいと思いまし

した。授業は、宮城教育大学附属小学校 5 年 1 組

た。

の児童を対象に、
「図形の角を調べよう」の単元の

今回の提案授業では、中学校 2 年生で学習する

「多角形の角の大きさの和を求めよう」という内

「平行と合同」の「多角形の内角の和の求め方」

容を、学部卒院生 1 年次の時田紘志さんとティー

につなげることを意識した授業展開を試みてみま

ムティーチングの形で行いました。

した。授業を参観された宮城教育大学の先生方か
らは、
「小・中の接続を踏まえ、中学校数学の視点
で小学校算数の授業を構成したことが、新鮮でか
つ提案性の高い授業だった」というご講評をいた
だきました。この提案授業を行ったことで、小学
校での学びがどのように中学校につながるのかを
意識した授業づくりの大切さを実感することがで
きました。私にとって価値の高い体験だったと思
います。

当日の授業は「飛び込み」の形でしたので、私

最後になりますが、提案授業の実施に向けてご

たちはもちろん、5 年 1 組の児童たちも緊張した

尽力くださった宮城教育大学の本図愛実先生と小

ことと思います。しかし児童たちは、自分たちの

澤晃先生、事前の準備等でご協力いただいた 5 年

よさを存分に発揮してくれました。特に、一人一

1 組担任の前田かおり先生、当日 5 年 3 組で同項

人の考えを出し合った上でグループとしての考え

目の提案授業を行った宮城教育大学大学院現職院

をまとめる、説明がしやすくなるような工夫を自

生の佐藤恭子先生に、心より感謝申し上げます。

分たちで相談しながら発見する、グループでまと

ありがとうございました。

めた考えを再度全員で吟味する、などの主体的・

2018 忘年会
カリキュラム・授業開発コース
学部卒２年次

木村 陽平

１２月２５日、秋田市大町のハッピードリーム

選んでいきました。各チームに分かれて趣向を凝

にて教職大学院の忘年会が執り行われました。は

らした問題がたくさん出題されました。中には年

じめに、教育文化学部長の佐藤修司先生からご挨

代を感じる、SM ではわかりっこないような問題も

拶を賜りました。今年を振り返るとともに来年へ

あったり･･･。我々SM２年の問題が会場を盛り上げ

の期待がこもった佐藤先生の挨拶に身の引き締ま

たのは言うまでもありませんが、回答した点数の

る思いでした。原義彦先生の乾杯のご発声ととも

1 位は現職チーム。もらったプレゼントを話題に

に歓談の時間となりました。後期に受講した講義

あちこちで会話が盛り上がっていました。楽しい

や、先輩方のインターンシップでの体験、研修旅

時間はあっという間に過ぎ、最後は長瀬達也先生

行などの行事での思い出など 1 年間の頑張りや、

の締めの乾杯。2018 年を良い形で締め、2019 年が

楽しかった出来事、苦しかった出来事などを話題

教職大学院にとって、各人にとって深い学びのあ

に話に花が咲いていました。今年の企画は、SM１

る、実りにある１年になることを願って、大きな

年、SM２年、現職教員、大学教員のチームに分か

拍手で忘年会が終了しました。 私自身も 2018 年

れてクイズを出し合うという企画でした。事前に

を振り返り、大きな変化があるであろう 2019 年の

1 人 500 円分のプレゼントを参加者全員が持って

良いスタートを切れるようにがんばっていきたい

きて、一番点数をとったチームからプレゼントを

ともいます。

１１月～１２月の行事一覧
１１月 ３日（土） 秋田大学大学院教育学研究科説明会
１１月 ８日（木）
・９日（金）第５４回全国小学校道徳教育研究大会秋田大会（第３１回 北
地区小学校道徳教育研究大会，第１６回東北地区中学校道
徳教育研究大会，第３７回秋田県教育研究会道徳部会研究
大会）
１１月

９日（金）
・１０日（土） 平成３０年度学力向上フォーラム

１１月１０日（土）集中講義「学校危機管理の現状と課題」
１１月１７日（土）集中講義「学校・学級経営の現状と課題」
１１月２２日（木）秋田大学教育文化学部附属小学校オープン研究会
１１月３０日（金）宮城教育大学の授業研究会流会
１２月 １日（土）いじめ防止研修会
１２月１８日（火）古内杯
１２月２５日（火）忘年会

今後の予定行事一覧
2019年１月 ８日（火） 実践研究概要プレゼンテーション
２月１５日（金）・１６日（土） 教職実践オープンリフレクション（第５回あき
たの教師力高度化フォーラム）
２月２８日（木） 第６回あきたの教師力高度化フォーラム
３月２１日（木） 学位授与式，卒業を祝う会（旭水会主催）

