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附属学校園での教職大学院の実習のありかたについて検討
佐
2 月 15 日（水）15:30～16:45，附属小学校は

藤

修 司（教職実践専攻長）

属合同研修会を兼ねる）が開催されました。附属

との子ホールにて，
「教職大学院の開設と２年目

のほとんどの先生方と，学部の教員を合わせると，

の課題－附属での実習を中心に」
をテーマとして，

９３名の参加でした。次第は以下のとおりです。

附属学校学部共同委員会主催の全体会（学部・附
学部長挨拶 教育文化学部
話題提供

武田 篤

教職大学院における実習の意義 教職大学院

佐藤修司

附属特別支援学校における実習 附属特別支援学校 神部 守
附属中学校における実習

附属中学校

佐藤優子

附属小学校における実習

附属小学校

進藤 亨

実習の成果と改善の方向性

教職大学院

田仲誠祐

質疑応答
副学部長挨拶 教育文化学部 佐々木和貴
附属学校では，学部卒院生の「教職実践インター

った実習アンケートを踏まえて，来年度の改善提

ンシップⅠ」が実施されました。特に後期の部分

案が行われました。火曜方式と集中方式について

について，附属で実習指導を担当された先生方か

の支持は，現職が４対１，学卒で３対２程度とな

らその成果と課題や，工夫した点が報告されまし

り，授業実践を中心テーマにしようとする院生か

た。初年度ということで附属も手探り状態だった

らは集中方式への支持が高かったようです。また，

かと思いますが，指導担当の先生方と院生の創意

指導担当者からも院生からも出ていた問題は，週

工夫や努力で優れた先例が作られたようでした。

１日のみだと，子どもたちとの関わりが薄いまま

田仲先生からは，事前に院生（現職＋学卒）に行

最後までいってしまう危険があることでした。そ
こで，折衷的に，学卒の実習については，１年次は
後期に，２年次（公立の連携協力校で実施）は前
期，後期とも，スタート時点で５日間の集中実習
を行い，その後，毎週火曜実習とすることが提案
されました。毎週部分が短くなるわけですが，実
習期間終了後もボランティアとして火曜などに訪
問し，経験を積むことが望まれます。１年次の前
期は，今年度と同様，附属４校園全部をそれぞれ
体験することになります。

第２５回秋田大学教育実践セミナーに参加して
千

葉

圭

子（教職実践専攻准教授）

教育実践研究支援センター主催の今回の教育実

ど，これからの教育の根幹をとなる考え方を示し

践セミナーは，
「秋田県の教育の未来を考える－学

ていただきました。また，
「不易と流行」
「若手の育

校，学びと学力－」と題し，様々な課題に直面する

成」などにも触れられ，参加者である教育関係者

秋田の教育のこれからについて議論することをね

や院生・学生の「秋田の教育の継承者」としての意

らいとして開催されました。また，内容は，本学に

識と自覚を高めていました。

長きにわたって勤務し今年度定年を迎えられる浦

鼎談は，佐藤修司専攻長のコーディネートによ

野弘教授による基調講演と由利本荘市教育長の

り，浦野先生と佐々田先生が秋田の未来について

佐々田亨三先生をお迎えしての鼎談という二部構

それぞれの具体的な実践例をもとに語られました。

成となっていました。

フロアからの質問「学びの在り方」
「研修の在り方：

本セミナーには，県・市の教育委員会の方々を

教育文化をどのように継承していくか」などにも

はじめ，秋田県の教職員関係者や大学教員，教職

答えていただき，活発な意見交換が成されました。

大学院生，学部生，そして，浦野先生の教え子の皆

秋田の教育の今そして未来を考えるためには，こ

さんなど約７０名が集いました。中でも浦野先生

こに至った背景や取組の積み重ねを理解すること

の教え子の皆さんは，恩師の大学での最後の講義

が大事であることや，言葉に踊らされず物事の本

ということで，感慨深い様子で参加しているのが

質とそのねらいをしっかりと見極めることの重要

印象的でした。

性を改めて実感することができました。お二人の

浦野先生の基調講演では，「これからの教育方

先生方の秋田県の教育の未来に対する熱い思いや

法・学力・学校を考える」と題して，アクティブ・

強い願いがひしひしと伝わる意義深い時間となり

ラーニングの意義や深い学びについての捉え方な

ました。

【浦野先生の基調講演】

【鼎談の様子】

第 7 回秋田大学教育文化学部・秋田県総合教育センター連携フォーラム
岸 陽

弘（カリキュラム・授業開発コース）

2 月 17 日（金）
，秋田大学 60 周年記念ホールに

「学級けい営～毎日変わる掲示物～」では，
「掲営」

て，
「第７回秋田大学教育文化学部と秋田県総合教

という造語を使用し，具体例を交えて子ども自身

育センターの連携フォーラム」が行われました。

で変えていくことができる掲示物について提案が

第１部は教育文化学部教授，教員免許状更新講習

ありました。例えば，チャットのように児童生徒

推進センター長の浦野弘先生による講演，第２部

の相互発信が可能な掲示板などです。

は学生による教職発展演習の成果発表，第３部は

第３部では，県立栗田支援学校の高橋沙織先生

センター研修員による研究の成果の発表でした。

から「特別支援学校小学部高学年における児童同

第１部は，
「教師の力量形成とその研修の在り方」

士が関わり合う姿を目指した運動プログラムの作

という題目で講演が行われました。
「なぜ教員の免

成～二人組で行う運動を取り入れて～」
，羽城中学

許は更新制なのか」という切り口から，学び続け

校の杉本一仁先生から「生徒の自己有用感を高め

る教師が求められているという点や，そのための

るキャリア教育の取組～生徒や地域の『持ち味』

研修の在り方を知ることができた点が私の成果と

を生かした学習指導を通して～」という題目で，

言えます。また，それのみでなく，アクティブ・ラ

それぞれ発表がありました。実際の運動の様子や

ーニングが従来の講義型の授業とどのように違う

児童の動画などを通して，提案性の高い発表を聞

のかについても知ることができました。

くことができました。全く同じ実践は難しいかも

第 2 部では，教育文化学部の３年生の３つのグ
ループによる，教職発展演習の成果発表が行われ

しれませんが，参考にしたい点の多くある発表で
した。

ました。発表題目は発表順に，
「道徳の時間を活用

今回のフォーラムで学んだ内容を自分なりにも

した教育的予防方法」
「学級けい営～毎日変わる掲

う一度整理し，来年度からの実践に生かしたいと

示物～」
「効果的な板書の仕方」でした。２つ目の

思います。

【学部生による「教職発展演習」の発表（左・中央）と講評（右）】

【第３部での発表の様子】

【全体会の様子】

第１回教職実践オープンリフレクション
2 月 23 日（木）に，一年間の集大成となる，「第 1 回
教職実践オープンリフレクション」が行われました。大
学での講義や各校での実習，そして，時間をかけて準備
してきた研究授業と来年に向けての研究計画とを緻密に
組み立てて発表しました。学校マネジメントコースの 4
名は 1 年で修了のため，今年度の研究成果とこれからの
展望についての発表を行いました。カリキュラム・授業
開発コースと発達教育・特別支援教育コースの院生は，
二年間の研究の中間発表と位置付け，各会場で発表を行
いました。開催にあたっては，秋田県教育委員会をはじ
め，多くの皆様にご参加いただきました。今回いただい
たご意見・ご感想を踏まえ，次年度の研究はもちろん，
教職大学院の取組に反映していきたいと思います。あり
がとうございました。

【学部卒院生による発表の様子】

【現職院生による発表の様子】

【学校マネジメントコースによる発表の様子】

レセプションでの語らい
2 月 23 日（木）に行われたオープンリフレクショ
ンの後，18 時からレセプションが行われました。
はじめの挨拶は教育文化学部長の武田篤先生。４月
に行ったレセプションでの挨拶を振り返りながらの
お言葉をいただきました。そして専攻長の佐藤修司
先生から，静岡大学からいらした梅澤収先生のご紹
介を賜りました。梅澤先生は佐藤先生と同じ大学出
身というご縁もあり，今回のレセプションまでご参
加いただきました。
そして乾杯のかけごえとともに始まった歓談の時
間。お世話になった先生方に挨拶に行く方もいれ
ば，隣の席どうしで今年度を語らう姿もありまし

た。また，このレセプションは秋田大学教職大学院
の同窓会発足記念としても行われておりましたの
で，同窓会会長に就任した佐藤孝成さんが就任と発
足の挨拶を行いました。
つづいて，辻明日香さん，金拓朗さん，児玉信子
さん，伊藤智さん，そして関谷美佳子先生よりこの
一年を振り返っていただきました。体験したこと，
勉強になったこと，そしてこれからのことなど，そ
れぞれの思いがこめられたスピーチでした。
最後に，神居先生の終わりの乾杯の合図と，一年
間の労いと感謝，そして来年度への意気込みのこも
った拍手でレセプションは締めくくられました。

『あきた惟蕗の会』発足に当たり
佐 藤

本年度から教職大学院がスタートしました。新た
な人との出会いがあり，本大学院での大いなる財産
となったことに，まずは感謝を申し上げたいです。
さて，教職大学院同窓会の発足に当たり，会の名
称を，これからの教職大学院の発展と今後の秋田県
の教育を牽引し，本大学院での学びにより教育者と
して碩学たる人を育てるという責任と役割から，
「物事をよく考える・思う」の意味で「惟」とし，
秋田大学の学章に「秋田蕗」が使われていることを
合わせて『惟蕗（いぶき）』にしました。また生命
の活気ある様の意味である「息吹」とかけて，これ

孝

からの教職大学院のますますの発展と活躍を祈念
し，このような名称としました。
今後ますます多様化する教育現場，大量退職，ミ
ドルリーダーの育成と教育の継承等々，課題は山積
みですが，この教職大学院で学び得た知識・実践力
をそれぞれが教育現場で発揮してこそ，本大学院の
価値が評価されることと思います。また本大学院で
得た人とのつながりが今後の大きな財産となり得
るものと思っています。会が，卒業後も途切れるこ
となく，情報提供し，時には助け合い，英気を養え
る場となるよう願っています。

皆さん，２年目もがんばってください
長
私も秋田大学大学院で学んだ者の一人です（遥か昔
ですが・・・）
。現職教員として教科教育専攻美術教育
専修で学びました。やはり当時も２年目は現場に戻ら
なければなりませんでしたので，研究を進めて，まと
めることは簡単ではありませんでした。一番大変なこ
とは，集中して取り組むための時間確保が難しいこと
でした。
その中で，研究をやり遂げることができたのは，自
分にとって研究テーマが価値あるもので，心から追究
したいものだったからだと思います。
「秋田県におけ
る自由画教育運動の関する研究」というテーマで，
「創
造・自由・個性」を日本の図画教育で初めて唱えた山
本鼎による大正の「自由画教育」が，北東北の秋田県
でどのように生まれて，発展したのかを追究しました。
デジタルカメラが無い時代に湯沢市立東小学校に残
されていた大正元年から昭和 6 年までの 462 点の図
画を撮影したり，
秋田県立図書館で大正８年頃から 13
年頃までの『秋田魁新報』などの地方紙を全てマイク
ロフィルムで閲覧したり，大正８年に「第２回児童自

成（学校マネジメントコース）

瀬 達 也（教職実践専攻教授）

由画展覧会」が開催された長野県飯田市の竜丘小学校
に調査に行ったりすることができたのは，美術教育に
おける「創造・自由・個性」について中学校の美術教
員になってから，ずっと悩み，考えていたからだと思
います。
この研究の過程で，
「大正自由教育」についても見聞
を広めることもできました。
「自由画教育」が「大正自
由教育」を背景として持ち，秋田県においては「自由
教育」を推進した「青年教育者同志会」が「自由画教
育」に積極的でした。当時の秋田県の教育界には，有
名な小原国芳や赤井米吉の足跡も確認することがで
きました。お陰で，教育における美術教育の必要性を
再認識することができましたし，やっと学習者中心と
いう視点を持つことができたのです。
大学院の２年目は，１年目よりハードルが高いと思
います。現職の方々には，更に様々な困難があると思
います。しかし，必ず皆さんの教員として，そして人
間としての力量を高めてくれます。実りある学修を期
待しております。

教職大学院

この１年を振り返って
古 内 一 樹（教職大学院特別教授）
本学教職大学院がスタートしてから１年が経過
検を行ったり，小中一貫教育を推進している学校
しました。数年前から周到な準備を重ね創設され
を視察したりもしました。９月には，岩手大学教
た教職大学院ではありましたが，この１年間は一
職大学院と交流し，被災地を巡検したことは，自
言で言って「試行錯誤」の連続でした。なにせ前例
分自身に大きなインパクトを与えたのではないで
がないため，何をするにも初めてのことが多かっ
しょうか。文献を読んで学ぶことも一つですが，
たからです。そのような意味では，院生のみなさ
自分の目で本物を見ることで，印象がさらに深く
んにもご迷惑をおかけした部分が多々あったかと
なったことと思います。現職の院生は，全県指導
思います。しかしながら，開学当初の佐藤専攻長
主事等連絡協議会や学校組織マネジメント指導者
のあいさつにもあったように，本学教職大学院は，
養成研修に参加したり，県教委を訪問し説明を受
院生と教職員が一緒になって創り上げていくもの
けたりと，学校にいてはなかなか経験することの
でもありました。４月当初，不安と期待の交錯し
できない貴重な経験をすることができたことと思
た緊張した面持ちで集った 22 名の院生は，この１
います。
年間で高度な学びと実習，様々な体験等を通して
次年度，学部卒院生はとにかく教員採用試験に
人間として，あるいは教員として間違いなく成長
合格すること，そして即戦力となれるよう実践力
したことと思います。
と人間的魅力を磨くこと，「教育は人なり」です。
授業はどうだったでしょうか。毎時間，授業の
一方，現職院生には，現任校で各自のテーマを究
後半で協議を行い発表し合ったり，最終時間には
め，教員としての力量を高めることはもちろんで
まとめたレポートをプレゼンテーションしたりと， すが，それにとどまらず学校全体あるいは地域全
難儀な中にも充実した学びができたのではないで
体を巻き込んで，本県教育のレベルアップを意識
しょうか。また，授業の一環として，にかほ地域巡
した活動をすることを期待しています。
修士論文と教育実践研究報告書のあいだ
佐 藤 修 司（教職実践専攻長）
2015 年度入学者までは修士課程であり，修士論
調べて努力賞でも許容されるところがありました
文をまとめることが必修でした。先行研究を押さ
が，報告書ではすぐ読めるので，研究・実践の善し
えること，研究論文としての科学性，論理性，独創
悪しが一目瞭然です。また，無駄を徹底的にそぎ
性があることなど，修論作成は院生にとってかな
落とし，少ない分量で端的に必要な情報を伝えな
りのプレッシャーだったと思います。これまでの
ければなりません。抄録，全体図（各１ページ分）
現職は２年目，勤務校復帰で多忙を極めるため，
をどのように仕上げるかも大事なところです。そ
１年次のうちに修論の骨格，内容をほぼ完成させ
して，自己満足ではなく，読み手，聞き手にとって
ておく必要があり，２月，３月はそれに忙殺され
有益な情報，興味深い情報になっていなければな
ていました。教職大学院はそのプレッシャーがな
りません。抄録だけでなく，本文もＨＰに掲載さ
くなったわけです。
れ，全国，世界からアクセス可能となります。そし
しかし，新たな難しさがあることをぜひ念頭に
て，勤務校や実習校には指導教員が訪問して，印
置いておいてください。第一に，「アクティブ・ラ
刷した報告書を管理職等に手交し，協議すること
ーニング」ならぬ「アクション・ラーニング」でな
になっています。それに堪えるだけの報告書でな
ければならないことです。単純に言えば，現場の
ければなりません。
課題を分析し，その改善方策を考え，それを現場
第三に，修論でないとはいえ，先行研究，先行実
で実践し，検証する，そのように学校現場（実習）
践をきちんと踏まえていることが必要です。何を
と学習の場（教職大学院）とを何度も何度も往還
どのように乗り越えようとしているのか，何を足
することが求められます。学習の場では，院生と
そうとしているのか，このことが明確でなければ
教員（実務家・研究者）との協議だけでなく，他の
なりません。理論（歴史）も十分に踏まえることで
院生，他の学校現場との交流もあります。１回限
す。実践の具体性と，理論の抽象性を兼ね備える
りの研修とは違い，１年ないし２年にわたり，長
ようにします。検証可能性，批判的精神，学問的態
期間の往還により，学校現場の課題解決と院生の
度も必要でしょう。報告書の基盤となるような情
実践力・問題解決力の向上を同時に図ります。報
報・知見を，種々の実践の見聞，本やマスメディ
告書には実践力が如実に表れるのです。
ア，研修会，研究会，学会などから貪欲に仕入れま
第二に，分量が少なくなった分，ごまかしが効
す。その蓄積の量こそが，報告書の質に大きな影
かなくなることです。これまではいろんなことを
響を与えるのです。

この一年を振り返って
浅 野 博 之（学校マネジメントコース）
本教職大学院一期生として、小学校２名、高等
さらに、現職院生と学卒院生のかかわりが深い
学校１名、特別支援学校１名、計４名の現職教員
ことから、現職院生が自身の体験や経験を機会あ
が所属し、これまでの教職経験で培ってきた実践
るごとに語り伝え、学卒院生がそれを学び省察を
知と理論知の往還により、組織という観点から教
深めることで、即戦力となる実践的な指導力が身
育活動を捉え運用できる力量や技量の向上を図っ
につくことから、知の継承が大いに期待できる環
てきました。
境であると実感した次第です。
本コースの特性を生かした講義においては、校
今後、学校が高い組織力を有して課題に取り組
種を超えた演習や協議・発表を通して、学校組織
むことにより、教育活動全体の活性化を促し、教
の改善・充実に向けた取り組みの具体的な方策を
員同士の「学び」の文化を育てることができる環
提案するなど、俯瞰的な視点で組織運営が図れる
境づくりに寄与できる人材の輩出を一層期待して
マネジメント力を身につけることができたと捉え
います。
ています。
一年次の振り返りと今後の抱負
本 多 由 香（発達支援・特別支援教育コース）
教員を目指す学部卒院生や心理専攻院生，各校
の意見を聞き，時に力を借りることで，航海の道
種に所属する現職院生と共に学んだこの一年は何
標を見失わずにとるべき航路を定められるのだと
事にも代え難い貴重な時間となりました。これか
実感しています。
らの学校教育について語り合ったり，先生方から
学校組織マネジメントの観点からも同様のこと
多くのご教示をいただいたりしたことで，これか
が言えると感じます。リーダーの指し示す航海の
らの教員生活に一層の責任の重さを感じつつ，新
指標を目印に，教職員協働でとるべき航路を探り
たな使命感も生まれました。
ながら，目指すべき島に進む。学校組織の一員と
後期実習においては，実習校の校長先生はじめ， して，安全な航海ができるよう，教職大学院での
教職員の方々に温かく迎えていただき，授業研究
学びを還元しながら同僚性を発揮していきたいと
会の実施等，多くの時間を割いていただきました。
思います。
関係の先生方のお力添えにより現場にいては経験
今年度，同志との毎日の炉辺談話からの学びも
できない，多面的な視点で学校を見ることができ
多かったため，二年次の過ごし方に一抹の不安と
ました。
淋しさを感じています。一年後，無事に出航の汽
教職大学院に入学して一年が経過した今，自分
笛が鳴らせるよう，自身の研究実践を計画的に進
一人では暗礁に乗り上げてしまうことでも，周囲
めていきたいと思います。
一年次の学修を振り返って
佐 々 木 勝 利（カリキュラム・授業開発コース）
この一年は私にとって貴重な経験になりまし
メント指導者養成研修」と，宮城教育大学で行わ
た。しかも，教職人生で中堅と言えるこの時期に
れた「教職大学院パワーアップフォーラム at 東
経験できたことに大きな意味があると感じていま
北教職高度化プラットフォーム会議」に参加する
す。
機会を得ました。そこでは新たな気付きにたくさ
これまでの私は，教科指導と学級経営，部活動
ん出会うことができました。国の最新の情報に触
指導を中心に物事を考えがちでした。しかし，秋
れるとともに，これまでの現場経験や大学院での
田大学教職大学院では「３つの力（学校マネジメ
学びがいかに貴重で素晴らしいものなのか，秋田
ント・協働力，カリキュラム・授業デザイン力，
の教育がいかに優れているかを実感することがで
成長発達サポート力）
」の育成がねらいとされて
きました。他大学や全国の教職員とつながりがで
おり，一つも二つも上の視点から広く学校現場や
きたことも大きな財産です。
秋田県の教育を捉えることができるようになった
「全ては子どもたちのために」
。この言葉を胸
と感じています。これらの学びは附属学校園・協
に刻み，二年次は今年度得られた知見やネットワ
力校での実習との往還を通してさらに価値づけさ
ークを最大限活用し，教育と実践研究に励みま
れ，これからの教育のあるべき姿の探究につなが
す。お力添えをくださった秋田県教育委員会及び
りました。
関係者の皆さん，実習協力校の皆さん，指導して
また，教職大学院の強みは，知の交流ができる
くださった大学教員の皆さん，そして支え合い，
場が学外にも存在することです。私は独立行政法
高め合った一期生の皆さん，ありがとうございま
人教員研修センターで行われた「学校組織マネジ
した。

１年間の感想・次年度への抱負
富 樫 啓 太 郎（カリキュラム・授業開発コース）
本年度，年間を通して附属学校に実習させてい
ただいた学びです。
ただき，学部生の頃には経験の少なかった学校で
学びとともに，個人的には多くの課題も見つけ
子どもたちと触れ合う時間を多くもつことがで
ることができました。様々な人たちと関わる中
き，貴重な経験を積むことができました。その実
で，自分の未熟な部分や足りない力を痛感しまし
習をより充実させるためには，院生全員で連携協
た。学校現場における実践的な指導力が本当に身
働しながら学ぶ普段の授業がとても重要であった
についてきているのか不安も抱えています。しか
と感じております。理論を学び，それらを実践に
し「知りたいことがある」
，「身に付けたい力があ
移し，その実践から得られたものを理論と照らし
る」というポジティブなモチベーションをもと
合わせながら振り返ることを繰り返す過程で，学
に，学び続けたいと思います。
部の４年間では見えていなかったものを発見した
最後になりますが，１年間多くの方々に日々支
り，これまで学んだことの重要性を，実感を伴っ
えていただきました。今ある恵まれた環境に感謝
て理解したりすることができました。これらの学
しながら，何かどこかで恩返しができるように，
びは，大学院の先生方，学部卒院生の仲間や現職
私たち学部卒院生にとって勝負の年となる次年度
院生の先生力，実習校の先生方，実習校で触れ合
も皆様のお力をお借りしながら頑張って参りま
った子どもたち等々，関わった全ての方々からい
す。
今年度を振り返って
柴 田 省 吾（カリキュラム・授業開発コース）
7 年ぶりの秋田県は変わっているものが多くて
つも最優先して授業を構成している先生方の様子
驚きました。高校から県外に行った私にとって，
を間近で見ることができました。自分にはない視
また秋田で学ぶ機会が来るとは思っていなかった
点で物事をみられる先生方にいつもお世話にな
ので，とても新鮮な気持ちでこの 1 年を過ごすこ
り，また学ぶことが多かったです。同様に他教
とができました。
科・他校種の同期らと関われたことも良い刺激に
学部生のころは自然科学の講義が多く，それに
なりました。学部生の時は同じ教科の中でしか交
伴った実験などをする毎日であったため，大学院
流がなかったので参考になることが多いです。
で教育学に専念することができたのは自分にとっ
新しい１年は「子どもに何をしてあげられるの
て良い経験でした。また，秋田で実際に教員とし
か。」「また，そのために自分には何ができるの
て働いている先生方と関われたことがよかったと
か。」を最優先に考えられるように過ごしていき
感じています。児童・生徒ならどう考えるかをい
たいと思います。

４月行事予定について
4 月 3 日（月）
4 月 5 日（水）
4 月 6 日（木）
4 月 7 日（金）
4 月 10 日（月）
4 月 11 日（火）
4 月 25 日（火）

Ｍ１現職教員院生プレガイダンス
第１回教職実践専攻会議
Ｍ２学部卒院生ガイダンス
秋田大学入学式
Ｍ１ガイダンス
授業開始
実習オリエンテーション
第２回教職実践専攻会議
Ｍ２学部卒院生実習計画発表会

１月～３月の行事等について
1 月 11 日（水）
教職大学院ＦＤ
1 月 16 日・23 日
「ふるさと秋田の教育資源とカリキュラム開発」発表会
1 月 17 日（火）
岩見三内小・中学校訪問
1 月 21 日（土）
教育学研究科第二次入試
1 月 24 日（火）
第 10 回教職実践専攻会議
1 月 25 日・2 月 1 日 「秋田型アクティブラーニングの授業デザインと評価」発表会
1 月 28 日（土）
教育実践研究支援センター：第 25 回秋田大学教育実践セミナー
2 月 7 日（火）
第１回教職実践オープンリフレクション事前発表会
（学校マネジメントコース以外）
2 月 8 日（水）
学校マネジメントコース口頭試問実施
2 月 9 日（木）
「小・中・高連携の教科教育カリキュラムの開発Ⅱ」発表会
2 月 9・10 日
秋田県総合教育センター：教育研究発表会
2 月 15 日（水）
附属学校学部共同委員会総会・合同研修会
「教職大学院の開設と２年目の課題－附属での実習を中心に」
2 月 16 日（木）
教育実践研究支援センター：第２回模擬授業フェスティバル
2 月 17 日（金）
第７回秋田大学教育文化学部と秋田県総合教育センターとの
連携フォーラム
2 月 22 日（水）
第１回教職実践オープンリフレクション事前発表会
（学校マネジメントコース）
2 月 23 日（木）
秋田大学教職大学院第１回教職実践オープンリフレクション
次年度連携協力校打合せ会
入学予定者説明会
第３回レセプション兼「あきた惟蕗の会」発足会
3 月 2 日（木）
第 11 回教職実践専攻会議
3 月 2 日～3 月 16 日
平日に学校マネジメントコース向け学校マネジメントセミナー
開催（10:30～12:00）
3 月 17 日（金）
学校マネジメントコース次年度計画検討会
第 12 回教職実践専攻会議
3 月 23 日（木）
２コース現職教員院生次年度計画検討会
3 月 24 日（金）
第２回秋田県教員育成協議会

教職実践専攻学校マネジメントコース
の４名の修了生の方
学校教育・教科教育専攻の修了生の方

教職実践専攻新入生の方

編集：院生広報班
【学部マスコット：カモン】

