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当てにされる存在になること 
                                             教職実践専攻長 

佐藤 修司 
 

 教職大学院に入学し修了した人は、学校現場に

入ったとき、または戻ったとき、居ても居なくて

も変わりはない、さして困らない、いくらでも換

えがいるという存在であっては困ります。組織の

大きさによっても異なるでしょう。大きな組織ほ

ど、機械の歯車のように（歯車も大事なのですが）

標準化され、規格化され、没個性的であったり、激

しい競争の中で蹴落とし、蹴落とされる排他的な

関係になる危険もあります。小さな組織の方が、

顔の見える関係、理解し合える関係が作りやすく

なりますが、逆に人間関係が濃くなりすぎる危険

もあるかもしれません。また、居られると困る存

在、居なくなって喜ばれる存在になると最悪です。

往々にしてそのような人は自分（だけ）が正しく、

役に立つことをしていると思っています。メタ認

知力が低く、周りからどう思われているのかにつ

いて鈍感です。 

  みなさんは、この二つの存在とは全く別の者、

正反対の者でなければなりません。教職大学院で

１年ないし２年を過ごした分だけ、「なるほど」と

思われる何かを手に入れてください。そして、そ

の学校現場でなくてはならない存在、かけがえの

ない存在、当てにされる存在、換えのきかない存

在になることを強く願っています。 

  その一方で、管理職などのリーダーの場合はど

うでしょうか。『１分間マネジャーの時間管理』

（資料室にあります）によると、「いないと困る管

理職など、百害あって一利なし。自分がいないと

みんなが困る、自分に換わる人間は誰もいないと

思っている管理職ほど、現場に災いをもたらすの

で、簡単に換えられてしまう。自分のかわりはい

ないと思っているので後継者を育てないからだ。」

といった趣旨のことが書いてありました。これを

どう理解すべきでしょうか。 

 私が思うに、リーダーは第一に自分がいないと

動かなくなるような、個人依存型の組織を作って

はいけない、ということです。「部下」に適切な

（挑戦的な）任務を与え、後進を育成することに

より、組織が組織として動くこと、自分がいなく

なっても存続できる体制を整えなければなりませ

ん。第二に、リーダーは「部下」ができること、や

れることをやってはならず、リーダーだけができ

ることをやるということです。大所高所に立って

全体を俯瞰し、組織が向かうべきところを見極め、

そのための組織のあり方を実現することに力を割

き、「部下」の仕事のあれこれに細かく介入するこ

とは避けます。第三に、リーダーの仕事は「部下」

が自らの職務に専念できる環境を整えることだと

すれば、リーダーは「空気」のように、常日頃は意

識されない存在であるべきなのでしょう。その「空

気」がなくなったときにありがたみを感じてもら

えるのかもしれません。 

  これは管理職だけにではなく、ミドルリーダー

にも、また、児童生徒のリーダーとしての一般の

教師にも言えることでしょう。「上司」や「仲間」

に対しては「当てにされる存在」であることが必

要であり、逆に、「部下」に対しては、「いなくて

もいい存在」になる必要があると言えます。言う

は易く行うは難しで、私などは自戒の毎日です。 

 

   全体リフレクションの様子             普段の講義の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



お も ひ 
教職実践専攻 特別教授 

廣嶋  徹 
 

 本稿のタイトル「おもひ」は私が校長だった時

の校長通信のタイトルです。現代表記だと「おも

い」になります。得意の同音異義語を列挙してみ

ると「思い」「想い」「念い」「重い」になると思

います。「重い」以外の「おもい」は、古典表記の

「おもひ」で包括できると考え、タイトルにしま

した。（ちょっと格好付けたかったという理由も

あります。）そこで、私の教職大学院生（特にＭ２

の皆さん）に対する「おもひ」を以下に記したいと

思います。（何のことはない、昨年度のリフレクシ

ョンと教職実践演習の内容の一部再掲です。） 

その１ 教師は多面的であれ（頭が良いだけ、真

面目だけでは良い教師になれない。） 

優しいけど厳しい先生、面白いけど怖い先生  

→ けじめのある先生 

幅広い人間性を身に付けた教師になってくださ

い。 

その２ 私が好きな言葉 

 「堅忍不抜」（我慢強く堪え忍んで心を動かさな

いこと。昨年度十分鍛えられましたね。） 

 「馬鹿になれない馬鹿よりも馬鹿になりきる馬

鹿になれ」（馬鹿になりきるの意味を理解してく

ださい。子どものためだったら馬鹿になりきって

ください。） 

 「よい教師とは、よい教師になろうと努力し続

ける教師である」(慢心すれば自滅します。) 

その３ 知性とは 

 知性とは知識の量ではなく、読んだ本の数でも

ない。それも必要かもしれないが生きることの中

で、どれだけ失敗と真摯に向き合い、それを乗り

切ってきたか。その勇気と知恵の量こそが、知性

と思う。知性は失敗しない知恵だが、失敗しても

自らの誤りをきちんと認める勇気、そして二度と

失敗しないように学び、工夫する知恵である。学

歴に関係なく、こうした知恵を社会は求めている。

（平成 17年５月 25日退職公務員新聞より） 

 失敗経験を大切にしてください。私の場合、私

自身失敗が服を着て歩いているようなものだと思

っています。失敗経験が今の自分を作っていると

思っています。 

 

 最後になりますが、Ｍ２の皆さん、１年前の皆

さんからは想像できないほど色々な意味で良く成

長しました。秋田大学教職大学院卒業１期生とし

ての自信と誇りを胸に秘め、謙虚で真摯な姿勢を

忘れず、教育界に巣立ってほしいと心から思って

います。そして、何よりも、何十年ぶりかで学担感

覚を蘇らせてくれた皆さんに深く感謝していま

す。 

 

平成 29年度秋田大学教職大学院スタート！ 
  

昨年度、秋田大学教職大学院は立ち上がりました。そして、今年度は新たに現職院生 11名、学卒院生

12名を迎え、いよいよ本教職大学院の１年次・２年次が揃い、本格的にスタートしました。 

      教職大学院の先生方                現職院生 １年次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       学卒院生 ２年次                学卒院生 １年次 

 

 

 

 

 

 



 

平成 29年度実践研究構想発表会 
カリキュラム・授業開発コース 

学卒院生１年次 木村 陽平 
 

 今回は学部卒院生２年目の方々の平成 29 年度

の実習及び研究の計画について発表を聞き、これ

からの大学院生活をイメージすることが出来まし

た。２年目の方々の計画の中には、実習の計画や

内容に加えて、研究テーマに関わる実践について

発表があり、改めて「理論と実践の往還」が大切に

されており、私たちもそれを体現していかなけれ

ばならないと感じました。現在は、研究テーマに

ついて考えている状況ですが、今年度は附属４校

園での実習の中で、研究につながるように実践を

行い、イメージを固めていきたいと感じました。

自分の専門性を高めていくことができるのが教職

大学院の大きな魅力です。そのためには、教職大

学院において講義で学んだ理論を、自分の研究内

容に即して実習等で実践することが重要になりま

す。このような機会を大切にしながら、自分の力

を高めていきたいです。また、来年は今回の２年

目の方々のような発表ができるように、今年１年

しっかりと基礎を固めていきたいと思います。 

 

発表会当日の様子（４月 25日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回レセプション 

学校マネジメントコース 

現職院生１年次 小松 文彦 
 

実践研究構想発表会終了後、大学会館２階研修

室にて第１回レセプションが行われました。 

 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。２年目の教職大学院へ期待

を寄せる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。同

日に行われた教職大学院２年次実践研究構想発表

会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。 

 参加された全員の先生方からは、昨年度の教職

大学院の成果やご自身が思うことについて、テー

ブルスピーチをいただきました。また、学卒院生

２年次、１年次、現職の順で自己紹介をして親睦

を深めることができました。 

 楽しい時間はあっという間に過ぎ、最後は古内

一樹先生の締めの乾杯。総勢 43名の院生が、互い

に切磋琢磨しながら学びを深める１年になること

を願って、大きな拍手でレセプションが終了しま

した。



第１回レセプションの様子（４月 25日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校における実習と教育実践研究報告書との関係 
教職実践専攻長 

佐藤 修司 
 

 現職院生も学卒院生も、総合的な教育実践力の

向上が実習（教職経営プロジェクト、教職実践プ

ロジェクトと教職実践インターンシップ）の大き

な目的の一つです。現職院生の場合は、自らの専

門的分野を中心にした高度な総合的教育実践力の

向上でしょうし、学卒院生の場合は、授業力を中

心にした基盤的な総合的教育実践力の向上でしょ

う。学部生の教育実習は、授業力を中心にした基

礎的な教育実践力の向上と言えるかもしれませ

ん。現職院生も、学卒院生も、決して実践研究報告

書の作成だけが目的という訳ではないのです。 

 ただし、現職と学卒とでは重点の置き方が違い

ます。現職は相当程度に総合的実践力が形成され

ていますので、中心は実践研究報告書のための研

究テーマの実践・検証、そして学校改善アクショ

ンプランの作成になります。教育実践力の向上は、

副次的な目的ではありますが、研究テーマの取り

組みを通じて、教育実践力の向上も果たされなけ

ればなりません。そして、さらに、連携協力校（１

年次は秋田市内の協力校、２年次は勤務校、学校

マネジメントは１年次の勤務校）の教育改善、学

校改善も目的の一つになります。 

 それに対して、学卒院生は多くの場合、免許を

保有しているとは言え、まだ学校現場にほとんど

立ったことがありません。そのため、実習の最大

の目的は、授業力を中心とした教育実践力の形成・

獲得です。学部卒業後、初任研を受けている人と

同等とはいかなくとも、講師となった人にできる

だけ近い実践力を獲得してほしいところです。量

的、時間的に劣る分をカバーするために、教職大

学院の授業や指導、そして現職院生のメンター的

役割が重要になります。 

  この実践力が劣った状態で、研究テーマに沿っ

た先進的な取り組み、実験をしたいと言っても、

それは無理があります。実習校としても、そのよ

うな無謀なことをされては、授業や学級に悪影響

が及びかねません。研究テーマの追及が大事だと

は言え、総合的な実践力の獲得に比較すれば、副

次的な目的となります。研究テーマの追及を優先

して、実践力の獲得が疎かになるとすれば問題で

す。協力校の実習指導担当教員の指導を十分に受

けながら、研究テーマの遂行について十分に協議

し、納得・理解を得ながら進めなければなりませ

ん。協力校の教育実践、実習指導と調和・調整する

必要があります。当然、その過程には教職大学院

の教員も関わっていきます。 

  学卒院生の研究テーマは決して高度な、独創的

なものである必要はないと思います。修士論文時

代もそうでしたが、先行研究や先行実践を押さえ

て、そこに小さくてもいいから何かを付け加える

ことです。先人の肩に乗っかる感覚でしょうか。

それも大変なことではありますが、重荷に感じな

い程度におさえてください。教員採用試験のこと

もあるので、時間は限られます。できる限りの努

力をしつつも、冷静に歩みを進めてください。ま

た、実習は２年次で 30日ですが、それに上積みし

て、授業がない日には火曜以外も最大限、協力校

で実習ができるように取り組んでください。



教職大学院は優れた「共同研究」の場である 
教職実践専攻 教授 

阿部  昇 

 

 秋田県が全国学力・学習状況調査でこの 10年

間、トップクラスの結果を続けている要因の一つ

に先生方の「共同研究」の質の高さがあります。

校内研修会、小中連携研修会など多くの研究会で

の豊かな共同研究が、質の高い授業を創り出すた

めに大きな力となっています。学校質問紙を見て

も、同僚性の高さ、共同して課題に取り組む姿勢

が秋田県は特に優れていることがわかります。 

 そして、この教職大学院も、優れた「共同研

究」の場だと思います。たとえば「秋田の授業力

の継承と発展」では、私たち大学院教員からの問

題提起を受けて、さまざまな質問や意見を院生の

皆さんが出してくれます。模擬授業プログラムで

は、その準備でも、授業後の検討会でも、多角的

で豊かな検討が展開されています。おそらく教職

大学院の多くの授業でそういった熱い検討や論議

が生まれていることと思います。その意味で、授

業は優れた共同研究の場と言えます。 

 また、「職員室」での大学院生相互の対話も、

優れた共同研究です。現職院生からストマス院生

への暖かい指導もあると思います。しかし、それ

だけではなく、授業の準備をめぐって、授業後の

リフレクションをめぐって、また課題（レポー

ト）めぐって、豊かな論議が交わされていること

と思います。現職院生同士、ストマス院生同士、

そして現職院生とストマス院生の間でも、見方の

違いや評価の違いをめぐって論争が生まれること

もあると思います。 

 そういった検討・論争こそが、教職大学院の良

さの一つだと思います。 

 今後、教職大学院の授業での共同研究を、一層

豊かに展開をしていってほしいと思います。職員

室も、和みの場であると同時に、共同研究の場と

して一層活気のある論争を展開してほしいと思い

ます。そして、職員室で出た話題、論争を、是非

私たち大学院教員にも振ってきてください。「先

生はどう思いますか？」「このことについて、ど

う理解したらいいのでしょうか」「どちらの見方

がより妥当なのでしょう」「これについて役に立

ちそうな文献はありませんか」などと振ってくだ

さい。私たち教員が常に「正解」をもっているわ

けではありません。しかし、その話題、論争に参

加し、それをさらに発展させることができると思

います。 

 これまで以上に優れた「共同研究」の風を、教

職大学院に起こしていってほしいと思います。 

  

ルーム名の由来と意義 
 

 教職大学院のある場所は以前「白神研究教育機

構」のスペースになっていて、特に 111 は白神ル

ームと呼ばれていました。４号館が改修されたの

は、2008 年頃なのですが、その時には、改修した

建物の延床面積の一定割合を全学の共有スペース

にすることが求められていました。そこで、その

当時学部が取り組んでいた秋田学、白神学の研究、

教育スペースとして使用することを全学に申請

し、他の競争相手に勝って本学部が使用していた

わ け で

す。さら

にその改

修前はコ

ンピュー

タ ー 室

（111）や

情報系教

官室、実

験室でし

た。教職

大学院開設が 2014 年頃から検討され、その専用ス

ペースとして、白羽の矢が立つことになります。

実務家教員の研究室が教育実践研究支援センター

にあることから、その近くであることも利点でし

た。2016 年度の教職大学院発足に伴い、この一角

は教職大学院のスペースになったのです。 

 このような経緯を忘れないために、111（講

義・演習・実習室）は「白神ルーム」という呼称

を引き続き使うこととしました。その連想で、院

生の選択などにより、院生室の名称（愛称）に鳥

海ルーム（鳥海山）、雄物ルーム（雄物川）、十

和田ルーム（十和田湖）、そして太平ルーム（太

平山）を使うこととしました。単なる番号ではな

く、名前を持つことは、愛着と尊厳の第一歩では

ないでしょうか。また、山と川と湖が揃っていま

すし、県南、県北、中央も揃っています。山や

川、湖は古来、信仰の対象であり、修験道の場で

もありました。そのエネルギーを借りることも付

随的な効果としてあるかもしれません。 

早春の白神山地（白神山地ビジターセンターＨＰより） 



教職大学院それぞれの自習室について 
  

今年度、本教職大学院の院生は教育文化学部４号館１階にある３つの自習室に分かれ、日々の学修に取り

組んでいます。それぞれの自習室では、学校マネジメントコースやカリキュラム・授業開発コース、発達

教育・特別支援コースの現職・学卒院生が共に学び合う生活を送っています。 

 

◇４－１０９「鳥海ルーム」 

室訓･･･昨日に学び 今日を生き 明日へ進もう 

現職院生１年次 

近藤 明子さん…毎日アクティブに学んでいます。みなさんに感謝。 

小松 文彦さん…大曲・仙北の代表？として一生懸命学びます。 

藤原 英樹さん…一念発起。学友に恵まれ、学び深き毎日です。 

黒木 良介さん…心穏やかに過ごし、ひとまわり、大きくなりたいです。（体重も･･･） 

 

学卒院生２年次 

髙橋  渉さん…For Happiness！今このときを大切に できるかぎり楽しく生活したいです。 

鎌田 貴文さん…明るく一生懸命頑張ります。           鳥海ルームの皆さん 

松本 深鈴さん…佐渡ヶ島パワー全開で頑張ります。 

柴田 省吾さん…教職大学院で７ｋｇ痩せました。 

 

学卒院生１年次 

佐藤 貴大さん…ファイナルファンタジーが大好きです。 

田口  奏さん…３度の飯よりスポーツ時々勉強。 

若松 彩花さん…素敵な先生になれるように頑張ります！ 

 稲継 大輝さん 

 

◇４－１１０「雄物ルーム」 

室訓･･･初行無上―最初に挑戦することを恐れるな 挑戦しないことを恐れろ― 

現職院生１年次 

石塚 昭仁さん…充実した院生活で心もからだも増量中。 

泉  拓行さん…心も体もシェイプアップした姿を目指し頑張ります！ 

柴田 創一郎さん…他校種の方や学部卒院生から刺激をもらう毎日！ 

鈴木  聡さん…大学院で教師の力量を高め、現場に戻ります！！ 

 

学卒院生２年次 

渡辺 太郎さん…いかに楽しく生きるかをいつも考えてます。 

菅原 美智さん…M１の方々を迎え、毎日学びを深めています。    雄物ルームの皆さん 

辻 明日香さん…残り数ヶ月、悔いないよう頑張ります！ 

菅原 郁也さん…人に優しく、自分に厳しく頑張ります！ 

 

学卒院生１年次 

木村 結花さん…のんびり宿題&研究ライフを送ってます。 

竹内 恭平さん…専門性を高めるために、日々努力します。 

保達 諒平さん…ドラゴンクエストが大好きです。 

木村 陽平さん…いろいろなことに挑戦してがんばります！ 

 

◇４－１１４「十和田ルーム」 

室訓･･･笑顔でいいよ―騒増 快勉 喜楽― 

現職院生１年次 

鐙  基倫さん･･･いろんな刺激で脳細胞と脂肪細胞増量中。 

牛丸 靖浩さん･･･七七（49 歳）で院生。日々是好日。 

今野 菜穂子さん･･･色々な刺激があって楽しい毎日です！ 



学卒院生２年次 

富樫 啓太郎さん･･･日々感謝！小さな成長を重ね、大きくなります。 

岩澤 郷子さん･･･規則正しい生活をして毎日健康に過ごします。 

岸  陽弘さん･･･のんびり屋さんになりたいです。 

野坂  奨さん･･･人に学び、ものに学び、謙虚に頑張ります！    十和田ルームの皆さん 
 

学卒院生１年次 

伊藤 紘成さん･･･明るく仲良く元気よく楽しく学びます！ 

近藤 大地さん･･･毎日新しい発見があります。 

保坂 迪菜さん･･･そろそろ机の上を片付けようと思います。 

 小野垣 和弥さん･･･プロデューサー、やってます。 

 

 

 

 

教職大学院に入学して 
発達教育・特別支援コース 

現職院生１年次 黒木 良介 
 

教職大学院に入学して、３ヵ月が過ぎようとし

ています。日々の講義での学びは多岐に渡り、自

分が教員として経験してきたことに理論を肉付け

していることを実感しています。これは教職大学

院が掲げる「理論と実践の往還」の一端であると

考えます。 

私は特別支援学校に勤務しています。特殊教育

から特別支援教育と名称を変え、10年目となりま

す。この 10年の間に様々な法改正や産業構造の多

様化等、特別支援教育で学ぶ児童生徒の学習内容

や環境にも大きな変化が見られます。特に「合理

的配慮」「交流及び共同学習の充実」等、インクル

ーシブ教育の理念が徐々に浸透してきています。  

そのような理念が浸透しつつも、まだまだ「共

生社会の実現」には大きなハードルがあることも

現実です。この変化の激しい社会の中で障害のあ

る児童生徒がしなやかにたくましく生きる、すな

わち「自立と社会参加」の推進の一翼を担えるよ

う、教職大学院での貴重な学びを大切にし、現場

に還元できるようにしていきたいと思っていま

す。 

さて、教職大学院の特色として「現職教員」と

「学部卒の学生」の協働が挙げられます。「秋田の

授業力の継承と発展」の講義では小・中学校の授

業の在り方を検討したり、模擬授業を実践したり

することで「秋田の探究型授業」について考えま

した。その中で現職教員の経験、技術を学部卒の

院生に伝え、実践につなげていくという流れは現

職の教員と学部卒の学生が同じ課題に向かって取

り組む非常に有意義な時間でした。私にとっても

学生のフレッシュな考え方を聞くことで若い世代

を理解するとともに、新たな視点での学びにつな

がっています。 

そのように共に学ぶ中で、私たち現職教員の微

力ながらの下支えが教員を目指す学生のモチベー

ション向上につながっていくことを期待していま

す。あわせて他校種の教員との情報交換も教員の

在り方を考える時間となっています。 

このような恵まれた環境の中で学べることを喜

びとし、「特別支援教育の専門性の向上」「教員と

しての資質向上」を目標とし、日々、研鑚に励んで

いきます
 

新入生オリエンテーションの様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１回教職大学院ＦＤ新人教員研修 
教職実践専攻長 

佐藤 修司 
 

４月 14 日、教職大学院の共通必修科目である

「学校教育の現代的課題」の第１回目を授業公開

し、この春に新たに赴任してきた教育文化学部教

員を対象にしたＦＤを実施しました。参加者は、

家庭科教育の堀江准教授、社会科教育の加納講師、

体育の松下講師の３名でした。授業では、教職大

学院の歴史、意義、制度、課題等を解説した後、院

生が事前に作成した課題レポート（教職大学院を

通じて自分は何を成し遂げたいか、また、どのよ

うな存在になりたいか）を元にしてチーム協議を

行いました。院生には修了時点やその後における

自分のビジョンを語り合ってもらうことで、１年

ないし２年後の見通しをしっかり持ってもらうこ

とが目的です。この授業だけでなく、教職大学院

のカリキュラム全体のオリエンテーションのよう

な意味も持っているわけです。 

 新人教員の方に参観してもらうことで、秋田大

学の教職大学院、そして院生の様子をつぶさに見

てもらうことができました。３人の方が書いた授

業参観票では、「ストマスの院生に現職教員がア

ドバイスを行う姿が見られ、新しい形での学生の

成長の形を見ることができた。」「立場が異なるか

らこそ気づけない・気づかないような、教員とし

て獲得したい資質・能力等について、深く話し合

っているところが印象的だった。」「年代や教科を

超えて、平等な関係で話す機会は少ないと思うの

で、ストマスは現職教員から学校のより現場的な

話やその問題点などを知ることができ、教員にな

るにあたっての活躍の場が広がると思う。」とい

った感想が寄せられました。 

 

講義紹介「インクルーシブの理念と特別支援教育の推進」 
学校マネジメントコース 

現職院生１年次 牛丸 靖浩 
 

昨年４月に「障害者差別解消法」が施行され、特

別支援学校以外の校種でも、合理的配慮や共生社

会について考える機会が増えています。教職大学

院の「インクルーシブの理念と特別支援教育の推

進」の授業では、インクルーシブ教育が推進され

るに至った背景及び国内外の最近の動向などにつ

いて学んでいます。ふだんの学びの場は白神ルー

ム（木曜 12時 50分から）ですが、6月 16日(金)

は 8 時 45 分に院生が大体育館２階に集結しまし

た。この日のテーマは「交流及び共同学習の実践」。

特別講師の市川堯先生（秋田県立きらり支援学校）

にご指導いただきながら、パラリンピックの正式

種目でもあるボッチャを体験する機会を得ること

ができました。  

 ボッチャとは、「ヨーロッパで生まれた重度脳性

麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者の

ために考案されたスポーツ」（日本ボッチャ協会）

です。ジャックボールと呼ばれる白いボールに、

ボールを投げたり、転がしたりして、いかに近づ

けるかを競います。対戦相手のボールにぶつけて

も良く、カーリングととてもよく似た競技です。

ボールを投げることができない人でも、勾配具（ラ

ンプ）を使って参加することができます。昨年の

リオデジャネイロ・パラリンピックでは、日本代

表「火ノ玉 JAPAN」が混合団体で銀メダルを獲得

しました。この時の報道で名前を知っていた人も

いましたが、授業の出席者の大多数は初めてボッ

チャを体験しました。  

 市川先生からルールについて説明を受けた後、授

業者の藤井慶博先生と院生は 4 チームに分かれ、

「秋大教職大学院藤井杯争奪ボッチャ大会」が開

幕しました。ボールが大きさの割に重さがあり、

最初はコントロールに苦しむ選手もいましたが、

慣れてくるとスーパーショットも飛び出すように

なりました。試合は大いに盛り上がり、皆がボッ

チャの面白さを知ることができました。 

 

                     

 

 

 

 

 

 



岩手大学教職大学院との交流会 
カリキュラム・授業開発コース 

学卒院生１年次 竹内 恭平 

 

６月２日（金）附属中学校公開研究協議会の終了

後、岩手大学教職大学院の方々を秋田大学にお招

きして、交流会及び懇親会が行われました。 

 まず、交流会では岩手大学院生と秋田大学院生

の混合のグループをつくり、お互いの大学院の「よ

いところ」についてグループ協議を行いました。

岩手大学教職大学院の「よいところ」は、1 年次か

ら配属校で実習を行い、経験を積むことができる

ところや、院生会議という決まりについての話し

合いや日直制を取り入れている会議を通じて大学

院という組織に参画する経験を積むことができる

ところなどを学びました。秋田大学教職大学院の

「よいところ」は、秋田の「探究型授業」を協議や

模擬授業を通じて学ぶことができるところ、附属

学校園の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校が

同じ敷地内にあり、校種の連携を踏まえて実習が

できるところなどが挙げられました。このように、

お互いの教職大学院の「よいところ」を共有する

ことで、新たな考え方や知見を得ることができま

した。 

 また、懇親会ではお互いに様々なことについて

話をして交流することができました。それぞれの

院生の方の趣味や特技、岩手と秋田の「よいとこ

ろ」、教育についての熱い思いなどを語りながら

親睦を深めました。 

 今回の交流を胸に、さらに成長できるように、

今後も学業に力を入れていきます。この度は貴重

な体験ができましたことを、岩手大学教職大学院

の皆様方に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県教育庁義務教育課長 佐藤有正氏 講話・意見交換会 
カリキュラム・授業開発コース 

学卒院生２年次 渡辺 太郎 

 

 平成 29 年５月 24 日に秋田県教育庁義務教育課

長の佐藤有正氏を秋田大学にお迎えし講話をいた

だきました。行政という立場から教育に携わって

きたからこそ感じるやりがいや学校と教育委員会

の関係についてなど、大学院での学習や実習では

わからない貴重なお話を聞くことができました。 

特に印象に残っているのは、秋田県の長所は、

授業が大切であるという意識が高いことだとお話

ししていたことです。実習をしていると、各学校

で工夫しながら、日々授業改善を行っている様子

が伺え、授業改善を行うことに対する高い意識を

感じます。このことから秋田県は「授業」を教育の

根幹に据え、教育行政にかかわる方々と現場で働

く教師が一体となって取り組んでいることを改め

て認識することができました。 

お忙しい中、秋田県教育庁からお越しいただい

た方々にこの場を借りて感謝申し上げます。今回

の貴重な機会を生かし、これからの秋田県の教育

をより発展させていくために一層努力し続けてい

きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４月～６月の行事一覧 
 

４月 ３日（月） 現職院生向けガイダンス、第１回教職実践専攻会議 

４月 ５日（水） 在学生ガイダンス 

４月 ６日（木） Ｍ１現職院生歓迎会 

４月 ７日（金） 新入生ガイダンス 

４月 10日（月） 授業開始 

４月 11日（火） 第２回教職実践専攻会議 

４月 12日（水） 学卒院生向け教員採用試験ガイダンス 

４月 14日（金） 新人教員向けＦＤ（「学校教育の現代的課題」の参観等） 

４月 20日（木）・21日（金） 全県指導主事会議 於：秋田県総合教育センター 

４月 25日（火） Ｍ２学卒院生実践研究構想発表会、新入院生歓迎レセプション 

         第３回教職実践専攻会議 

５月 ２日（火）・３日（水） スプリングキャンプ 於：ユースパル 

５月 ８日（月） 石巻研修旅行説明会 

５月 ９日（火） 第４回教職実践専攻会議 

５月 19日（金） 日本教職大学院協会総会 於：一橋講堂 

５月 22日（月） 教科指導ＣＴ連絡協議会 於：秋田県総合教育センター 

５月 24日（水） 第１回教師力向上協議会教職大学院部会 

県教育庁義務教育課長佐藤有正氏講話・質疑・意見交換会 

５月 30日（火） 2017年度第１回秋田県教員育成協議会 於：秋田県庁 

６月 ２日（金） 附属中学校公開研究協議会、岩手大学教職大学院生との交流会・懇談会 

６月 ６日（火） 第５回教職実践専攻会議 

６月 ９日（金） 附属小学校公開研究協議会 

６月２６日（月） 日本教育大学協会評議員会 於：ＫＫＲ東京 

６月２９日（木） 附属幼稚園公開研究協議会 

 

今後の予定行事一覧 
 

９月 23日（土） 教育学研究科第Ⅰ期入試 

10月 ６日（金）・７日（土）・８日（日） 石巻研修旅行 

12月 ９日（土）・10日（日） 日本教職大学院協会研究大会 

2018年１月 20日（土） 教育学研究科第Ⅱ期入試 

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 

３月 22日（木） 学位授与式 

 

秋田大学教職大学院、頑張るぞ！ 


