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秋田大学教職大学院 2018. 4. 2

時を刻むこと
教職実践専攻長
佐藤 学
秋田大学教育学研究科教職実践専攻は、理論と
実践の往還を通じて学校現場の課題を解決し、実
践知の継承と創造に取り組む意欲と高度な力量を
有する初等中等教員を養成することを目的とし、
2016 年に誕生しました。本専攻の物理的な歴史は
短いのかもしれませんが、刻んだ歴史は深いもの
です。例えば、次に示す特徴にも現れています。
○ 秋田の高い学力を中心的に支えてきた経験豊
かな実務家教員と、質の高い教員を養成しつつ
秋田を含め国内外の教育実践を研究・支援して
きた研究者教員が協同した指導
○ 秋田県・市町村教育委員会と連携した、全県
指導主事等連絡協議会や教科指導ＣＴ研修会、
上級特別支援教育コーディネーター研修会等の
研修・フォーラム・会議等に参加して、教育専門
監、コアティーチャー、指導主事の優れた実践
に学ぶ機会
○ 現職教員院生は学部卒院生のメンターとして
コーチング能力の向上、学部卒院生は日常的に
現職教員院生の実践知に触れ学ぶことを可能に
する職員室型院生室
○ 現職教員院生は連携協力校等の学校・授業改
善の取り組みに関与し、学部卒院生は附属学校
園と連携協力校で実践力の向上と自己の研究課
題に取り組む実習
○ 教職員支援機構の講習や、県内外への研究旅
行などを通じた教育先進地、津波被災地等
の状況の理解や他の教職大学院との交流
これらはその目的を実現するべく、本専攻
の教員が知恵を絞り創出したものです。また、
秋田県教育委員会や秋田市教育委員会との連
携、協力を進めてきたことの産物でもありま
す。そして、院生の声に学び改善してきた証
でもあります。この２年間の歴史から、私が
学んだことは、

ということです。
教職大学院三期生の皆さん、新たな飛躍に向け
た大学院生活がいよいよ始まります。大学院のカ
リキュラムや授業、実習、研修等は、その期待に応
えてくれるものであります。しかし、飛躍の決め
手は、自らにあります。教職大学院の１つ１つの
営みについて、自らの価値を見出すことです。そ
して、その価値を高めるため、何をすればよいか、
可能な限り努めることです。他者の姿から学ぶこ
とはあっても、自惚れや自棄のための他者意識は
不要です。すなわち、教職大学院という「時」を、
大切に美しく刻んでいくことです。
私にとっても、この４月は新たな生活の始まり
です。教職大学院での生活において、実践知を発
展させるという意味や、その実現に必要な要素を
解明したいと意気込んでおります。これまでの研
究から手がかりは少しあるのですが、この生活に
おいて明瞭になるよう、院生や教員との語らいを
楽しみにしています。そして、これまでとは違っ
た視点から閉塞感に漂った定説や解釈を見直して
みたいのです。どうぞよろしくお願いします。
私も、教職大学院という「時」を、大切に美しく
刻んでいく所存です。

オープンキャンパスでの模擬授業提示の様子

時は、過ごすのでなく、刻むものである
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秋田市立雄和小学校・中学校への学校視察から学んだこと
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生２年次 佐藤 貴大
1 月 16 日、我々秋田大学教職大学院は秋田市立
雄和小学校・中学校へ学校視察に行った。平成 28
年に、この地区にあった小学校４校が統合し雄和
小学校として雄和中学校と併設された。校舎自体
も平成 24 年に建てられたもので、外見も内装も立
派で子どもたちが生活する上で最適な環境である
と感じた。今回の視察では、授業を参観した後に
学校経営についての話を聞くことができた。
授業参観では、全ての学級の授業を参観させて
いただいた。校種の違う授業を一度に参観できる
のも小中が併設されている雄和小中ならではであ
る。学級ごとに規律正しく授業が展開されていて、
真剣に学習に向かっている姿が印象的だった。普
段からの指導が徹底されているのだと強く感じ
た。また、廊下ですれ違う際に元気よく挨拶した
り、我々の中の最近まで雄和中に実習に来ていた
学生を見つけては喜んで話しかけたりするところ
に朗らかな地域性が現れていると感じた。

その後、学校経営について様々な説明をしてい
ただいた。小中が併設されていることのメリット
は大きい。９年間の系統的な学びが実現され、小
中間での教員の乗り入れによる授業、PTA を小中
合同で行なったりもしているらしい。何より子ど
もたちの小中の環境の変化に伴う不安が少ないこ
とが最大のメリットであると感じた。しかし、も
ともと４つの学校が統合されたことで、それぞれ
の学校の文化や風土の違いがあり、すぐにはうま
く意識の統一が図れなかったという。さらに、小
中間での温度差も課題として挙げられる。そのよ
うな課題に対し、
「チーム雄和」として１つの組織
として機能するように小中連携した取り組みを数
多く実践してきたという。地域に対しても、それ
ぞれの地区の事情を柔軟に汲み取って、より地域
に根ざした学校を目指している姿が印象的だっ
た。

学校説明の様子

今回の視察で統合された学校の実態について勉
強になった。この先、そういった学校に赴任する
ことになってもならなくても、学びの系統性や地
域に根ざした学校づくりなど抱える課題は共通し
ていると思うので学んだことを生かしていけるよ
うになりたいと感じた。

授業参観の様子
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第３２回秋田県教育研究発表会に参加して
学校マネジメントコース
2017 年度修了生 小松 文彦
２月８～９日、県教育センターで開かれた秋田
県教育研究発表会に参加しました。口頭発表では、
昨年度秋大教職大学院学校マネジメントコースに
在籍した４名の先生方の実践発表を聞くことがで
きました。
横手北小の木村教頭先生は、秋田型評価システ
ムの有効活用を探った実践でした。マネジメント
プロセスとしての評価システムの在り方では、
「学
校組織の活性化」
「教職員の資質・能力の向上」を
学校でどのように生かしていくかの発表がなされ
ました。大湯小の伊藤教頭先生の発表では、学校
や地域の実態に即した危機管理の中で警察署と連
携した熊対応についての実践が伝えられました。
熊被害防止を呼びかける標語作りを通して児童の
危険回避の意識を高める活動は、自校の安全教育
にとっても学ぶべきものでありました。きらり支
援学校の佐藤先生は、重度・重複障害児童生徒が
在籍する学校安全と危機管理について、明徳館高

校浅野教頭先生は、学校組織マネジメントによる
現任校の分析と提言についての実践発表でした。
どちらも勤務校の現状にあった実践と考察であり、
学校をよりよくし、充実させる組織マネジメント
について有意義な発表を聞かせていただきました。
講演は國學院大學の田村学先生で、演題は「主
体的・対話的で深い学びの実現に向けて」でした。
国内外の諸調査を基にしたデータ分析から、
「深い
学びに到達した子どもの姿はどのようなものか」
や「深い学びを実現する授業のイノベーションに
ついて」教師はどんなアプローチをしていけばよ
いのかを学ぶことができました。また深い学びを
実現するカリキュラムのデザインでは、カリキュ
ラムマネジメントを充実させる中で①グランドデ
ザインを描き②単元配列表を描き③単元を描く、
という３つの段階を示していただきました。これ
から現場で新学習指導要領を実践するにあたり、
多くのことを得ることができた講演になりました。

ＩＣＴを活用した病児の学習支援の取組
岸

2017 年 10 月中旬から現在（2018 年 3 月）にか
け、インターネット電話「スカイプ」を活用して、
病気のため昨年度高校受験ができなかった子ども
さんの学習支援ボランティアを行ってきました。
授業は、1 時間を 1 コマとし、1 日最大 3 コマ
行ってきました。発達教育・特別支援教育コース
の藤井慶博先生や秋田県立秋田きらり支援学校と
連携しながら、学生 9 人で、国語・数学・英語・
理科・社会の 5 教科の指導を行ってきました。こ
のような形で授業をすることは初めての経験で、
日々指導の在り方を模索しています。たとえば、
ホワイトボードや自作教材を活用して分かりやす
い授業をしたり、授業をするのみでなく、趣味や
日常生活などの雑談をしたりすることで、生徒さ
んがリラックスした状態で学習に向かうことがで
きるよう心掛けました。生徒さんとも、徐々に信
頼関係を築くことができ、お互いの趣味だけでな
く、悩みなど様々なことを話すようになっていき
ました。
ボランティアは、9 人の学生で行うため、ノート
を介しての情報交換をしています。例えば、生徒

陽弘

柴田省吾 菅原郁也 菅原美智 野坂 奨
松本深鈴 渡辺太郎 伊藤紘成 保坂迪菜

さんの状態やどのような指導を行ったのかなどに
ついてです。
この生徒さんは、見事志望校に合格したとの知
らせが入り、スカイプでお祝いを伝えると共に、
学習支援に参加した院生皆でこれまでの努力を労
い合いました。
文部科学省の調査結果では、病気で入院してい
る子どもの教育的対応は十分でない現状が報告さ
れています。病気のため教育の機会が確保されに
くい子ども達の為、ＩＣＴによる学習支援が学校
教育の中に広まっていくことを願っています。

実際の学習支援の様子
（毎日新聞 2018 年 3 月 3 日 地方版 に掲載）
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第 1 回あきたの教師力高度化フォーラム
カリキュラム・授業開発コース
2017 年度修了生 岸 陽弘
2 月 16 日、17 日に、
「第 1 回あきたの教師力高
度化フォーラム」が行われました。このフォーラ
ムは、第 2 回教職実践オープンリフレクションを
兼ねて行われました。
2 月 16 日は、2 部構成で、第 1 部では 1 年次学
部卒院生の中間発表、第 2 部では 2 年次学部卒院
生の教育実践研究発表が行われました。特に第 2
部では、研究の集大成というような発表が見られ
ました。第 1 部、第 2 部共に、学年や立場を問わ
ない発表をもとにした質疑や議論が行われ、各々
がさらに学びを深めることができたといえます。

様々な質問や意見が出ました。
第 3 部では、武田篤秋田大学大学院教育学研究
科長のあいさつがあり、第 4 部では、
「教職大学院
に期待すること」として、佐藤修司秋田大学教育
学研究科教職実践専攻長のコーディネートのもと、
鎌田信秋田県教育庁教育次長、吉川正一大仙市教
育委員会教育長による鼎談が行われました。それ
ぞれの立場から今後の教育界で求められているこ
とについて提案があり、フロアからは感嘆の声が
上がったり、うなずく様子が見られたりしました。

鼎談の様子
２年次 学部卒院生の発表（岸）

第 5 部では、教育現場を管理職の立場から俯瞰
的に見る発表が行われました。1 年という短い研
究・実践期間にも関わらず、今後の学校の在り方
を問うような、提案性の高い発表が見られました。
今回のフォーラムを通して、授業の見方・考え
方から、秋田の教員としての責務まで、多くを学
ぶことができました。この学びを、私自身が教員
になろうとした時の「初心」と結びつけて、4 月を
迎えたいと思います。

2 月 17 日は、5 部構成で、第 1 部は 1 年次現職
院生の中間発表、第 2 部は 2 年次現職院生の教育
実践研究発表、第 3 部は全体行事、第 4 部は鼎談、
第 5 部は学校マネジメントコース院生の教育実践
研究発表でした。県内外から多くの方が集い、全
体を通して活発な意見交換が行われていた様子が
印象的でした。
第 1 部、第 2 部は、教育現場を経験された後、
大学院に入学された先生方の発表でした。理論に
裏打ちされた実践の報告が行われ、フロアからも

学部卒院生 ２年次の発表の様子
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教職実践オープンリフレクションを終えて
カリキュラム･授業開発コース
学部卒院生２年次 若松 彩花
後期から、秋田大学附属小中学校で教育経験を
積む教職実践インターンシップⅠが始まりました。
オープンリフレクションにおいて、私たち学部卒
院生１年次は、中間発表として、授業実践の成果
を報告しました。

１年次

ました。研究教科を設定した授業実践を行い、研
究報告書としてまとめ、報告することは、分から
ないことばかりで不安でいっぱいでした。しかし、
インターンシップにおけるリフレクションと、大
学院の講義を通じて、小さな疑問をすぐに質問す
ることができました。研究の過程で、事前の教材
研究に熱心に取り組むことの大切さと、反省を基
に常に授業改善することの重要さと難しさを学び
ました｡
オープンリフレクション当日の発表では、イン
ターンシップで行った授業実践について、たくさ
んの忌憚のないご意見、ご質問をいただきました。
先輩方の研究成果も聞くことができ、来年度から
は、更に教職大学院での学びを深め、教員として、
そして人間としての力量を高めていきたいと強く
思いました。

学部卒院生の発表（保坂）

私は、
「言葉による見方・考え方を働かせるため
の指導に関する一考察～小学校１年生における詩
の授業実践を通して～」というテーマで、児童が
言葉を楽しんだり言葉に親しんだりしながら言語
活動をすることを通して、国語科における資質・
能力を育成できる詩の授業づくりを研究しました。
学部時代は特別支援教育コース(当時の障害児教
育選修)に所属し、教育実習を経験してきましたが、
大学院でのインターンシップでは、初めて研究教
科を設定し、授業実践を通しての研究に取り組み
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１年次

学部卒院生の発表（若松）

学部卒院生 １年次の発表の様子

第２回教職実践オープンリフレクションを終えて
発達教育・特別支援教育コース
現職院生２年次 今野 菜穂子
２月１６日、１７日の２日間にわたって、第２
回教職実践オープンリフレクションが開催されま
した。１年次学部卒院生・現職教員院生は中間発
表、２年次学部卒院生・現職教員院生、学校マネジ
メントコース院生は教育実践研究発表を行いまし
た。１年次院生による中間発表では、活発な質疑
応答が交わされ、来年度の実践研究に向けて具体
的な方向性や計画の確認がされました。２年次学
部卒院生・学校マネジメントコースによる教職実
践研究発表では、口頭試問を兼ね２年間ないし１
年間の実践研究の成果が発表されるとともに、そ
の分野や問題について今後どのように関わり、学
び続けていくかについても意見が求められていま
した。
オープンリフレクションを通しての学びとして
は、まず自分の研究について発表し、様々な立場
の方と意見や質問を交わすことにより、自分の研
究の課題や今後取り組むべきことが具体的になっ
たとともに、この研究の位置づけや意味といった
部分にまで気付くことができたことです。自分が
この研究を進めていく意味は何か、どの分野にど
のように生かせる可能性があるかといったことに
ついても改めて考える機会となりました。２年次
現職教員院生の発表を聞いたことで、研究をまと
めあげることだけでなく、研究の成果を現場に還

元し、実際に活用してもらうところまで行う必要
性を強く感じました。

現職院生の発表（今野）

また、他の院生の多様な校種、分野、問題意識の
発表を聞き、それについて自分はどのように考え
るか、自分の校種や立場から言えることはないか、
といったことについて決められた時間内で考える
ことができたことも貴重な学びとなりました。フ
ィールドは違えど、結果に向かう検証の仕方や方
略には参考になる部分が多く、また教育のため、
子どもたちのためによりよいものを求めて力を尽
くしている仲間たちの熱意にふれ、今後の研究へ
の大きな活力となった一日でした。
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現職院生 発表の様子
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第２回

あきたの教師力高度化フォーラム
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生２年次 伊藤 紘成

平成 30 年 2 月 20 日に、
「第２回 あきたの教
師力高度化フォーラム〜教員育成指標を養成・研
修にどう活かすか〜」が開催されました。この第
２回フォーラムの内容は、第１部に「秋田県総合
教育センターとの連携授業『教職発展演習』学生
発表」
、第２部に牛渡淳氏による「講演」
、第３部に
「パネルディスカッション」といった３部構成で
した。私はパネリストとして、第３部のパネルデ
ィスカッションに臨みました。そのテーマは、
「教
師力の高度化に向けて教員育成指標を養成・研修
にどう活かすか」です。はじめにパネリストより
それぞれの立場から教員育成指標との関連につい
て発表し、その後ディスカッションを行いました。
２つ目は、教職大学院の学びを多忙化にある学
校現場でどのように活かすかということについて
です。今回のフォーラムにおいて、教職大学院で
は研究したり様々な教育的な事柄について考えた
りする時間が保障されているという発言が多くあ
った。確かに自身の学びを振り返ると、場所的な
こともありますが、時間が確保されていたため、
じっくり思考し客観的にものごとを考えることが
できました。しかし、学校現場に出たときのこと
を考えると、ゆっくりものごとを考えることがで
きません。そこで、多忙で思考する時間が確保さ
れない学校現場において、教職大学院で学んだこ
とをどのように活かすかについて考えていかなけ
ればならないと感じました。多忙な学校現場で視
野が狭くなる中、どのようにして時間を確保し、
目の前の問題と向き合うかについてより実践的な
視点から、時間と心にゆとりのある在学中に考え
ていきたいと思います。

このフォーラムを通して、私は２つのことを学
びました。１つ目は教員の資質・能力の自覚の必
要性についてです。私は、大学院で、授業や日々の
教育活動について学ぶ中で、子どもたちの資質・
能力について考える機会が増えました。その背景
には、新学習指導要領が公示され、資質・能力が教
育の要として明示されるようになったという時代
の流れもあると思われます。しかしその一方で、
子どもの資質・能力を育む教師の資質・能力がど
うあるべきかについては、あまり考えたことがあ
りませんでした。今回の教員育成指標についての
ディスカッションを通して、教師自身も必要とさ
れる資質・能力を自覚し、その上で研究と修養に
励むことが重要だと感じました。また、この指標
の活用として、教員の中ではもちろんであるが、
教員だけではなく教育の外へと発信することで、
教員が専門職であるということを社会に発信し、
教育に対する社会の見方をよりよい方向へと変え
ることも考えられるということを新たな視点とし
て学びました。
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第３回あきたの教師力高度化フォーラム
カリキュラム・授業開発コース
現職院生２年次 鈴木 聡
去る３月 16 日に「第３回 あきたの教師力高度
化フォーラム」が秋田大学 60 周年記念ホールで行
われました。３部構成で行われ、第１部では本学
教職大学院特別教授の神居先生より「まなびの総
合エリアの８年間とこれから」と題して報告があ
りました。また、第２部では文部科学省高等教育
局大学振興課教員養成企画室室長補佐の福島様よ
り「有識者会議が求めるもの」と題してご講演が
ありました。第３部では、
「学部・研究科・附属の
これから」のテーマのもと、本学教職大学院専攻
長の佐藤先生、本学教育文化学部副学長の佐々木
先生、私の３名によるパネルディスカッションを
行いました。各部において学んだことを報告いた
します。

ドすることであることを理解しました。

第１部では、教員養成「秋田モデル」がどのよう
に構築されてきたのかについて報告がありました。
大学の教員養成の中に、教育委員会・現場との密
接な連携により「実践知」を継承・発展させていく
「秋田モデル」を構築してきたこと。今後の方向
性として、現職教員の研修機能を強化していくこ
とが印象深いです。
第２部では、平成 29 年に国立教員養成大学・学
部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議
が「教員需要の減少期における教員養成・研修機
能の強化に向けて」の中で報告した内容の委細に
ついて説明していただきました。国立教員養成大
学・学部、大学院、附属学校改革の目的は、限られ
た資源の中で、エビデンスに基づいて教員養成機
能を確実に高め、学校教育全体の質の向上をリー
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第３部では、佐々木先生から「有識者会議」報告
書に係わる本学附属学校園の取組についての報告、
佐藤先生から本学教職大学院・学部・附属のこれ
からについて報告がありました。また、鈴木より
附属小学校と教職大学院での学びについて報告し
ました。有識者会議の報告に基づき、学部・大学
院、附属学校園がさらに緊密に連携しながら取り
組んでいくことの重要性を確認しました。
次年度は、附属小学校での勤務をしながら、大
学院２年次の学修を進めてきます。今回のフォー
ラムでは、その研修の位置付けを再認識すること
ができたため、充実した研修となるよう努めてい
きたいと思います。

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
学部卒院生２年次 木村 結花

３月９日に「東北地区教職大学院 学生授業・研
究交流会」がありました。宮城教育大、秋田大、弘
前大、山形大、福島大、常葉大の院生が集結し、宮
城教育大学附属小学校で授業と事後検討会を行い
ました。秋田大からは学部卒院生が授業者として
国語科と社会科の授業を提示し、事後検討会では
各大学と意見交流をする機会を得、大変貴重な体
験になりました。

の取り組みにも目を向けつつ、よりよい授業を目
指して様々なことに挑戦してみたいと思います。

今回の授業交流会に向けて、秋田大では事前検討
を現職院生と学部卒院生の合同チームで行いまし
た。国語科・社会科の両方の教材研究をチーム全
員で行い、私たち学部卒院生は専門教科ではない
教科の教材研究に難しさを感じながらも、教科の
特性に応じた教材研究の仕方や発問等に関して現
職院生の技を多く教えて頂きました。事前の模擬
授業では他校種の院生にも参加してもらい、様々
な視点からの意見を得て本番に挑みました。
私は国語チームで T2 として授業に関わりまし
た。初めて行く学級での授業は児童の反応を予想
することが難しく、授業を進める速さや助言の仕
方に戸惑うこともありましたが、素直で明るい子
どもたちと楽しく１時間を過ごすことができまし
た。成果として授業のねらいを概ね達成できたこ
とが挙げられます。事後検討会では授業中に悩ん
だことを中心に話し合いをしました。教材研究・
模擬授業だけでは分からなかった、子どもの生の
反応をもとに話し合うことができ、課題に対する
改善策をいくつも考えることができました。
事前・事後と多くの人と関わりながら１つの授
業について意見を交わしたことは、これから自分
が授業をつくるにあたってベースになる貴重な経
験です。この経験を生かし、今後も他県・他大学で
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【参加院生・教員】
現職院生：鈴木聡、柴田創一郎、藤原英樹
学卒院生：鎌田貴文、佐藤貴大、木村結花
木村陽平、近藤大地
付添教員：田仲誠祐、藤井慶博

修了生からのメッセージ
昨年度、秋田大学教職大学院では現職院生 12 名、学部卒院生 12 名が修了しました。修了生からメッ
セージが届いております。また会える日を心より楽しみにしています。皆さんの今後のご活躍を祈念いた
します。
鎌田 貴文さん
秋田大学教職大学院での時間は私にとって、教
師としての第一歩を踏ませてくれるものとなった。
たくさんの学友と先生方から頂いた人の温かさを
忘れず、子どもたちを包み込む温かさと愛情を胸
に刻んで生きていきたい。
岸 陽弘さん
大学院では、素敵な経験をたくさんさせてもら
いました。おかげさまで楽しい 2 年間を過ごすこ
とができました。教授の皆様、現職の先生方、M2、
M1 の皆さん、本当にお世話になりました。今後と
もよろしくお願い致します。
柴田 省吾さん
よく遊び、よく学んだ大学院生活でした。秋田
に同年代の友人や心強い先輩方ができてとても嬉
しいです。来年度からは、新しい土地で新しい出
会いを期待して、いろんなことを吸収していきま
す！
菅原 郁也さん
「理論と実践の往還」について考え続けた２年
間でした。今振り返ってみると、大学院での「スク

ラップ・アンド・ビルド」な日々が答えだと思いま
す。お世話になった多くの方々に感謝します。あ
りがとうございました。
菅原 美智さん
大学院の授業や学外での研修、普段の会話など
多くの場面で学びを深めることができました。慌
ただしく過ごした日々もありましたが、今となっ
てはそれも楽しい思い出です。これまで関わって
くださった皆さん、本当にありがとうございまし
た。
髙橋 渉さん
他校種の仲間と共に学べる幸せな日々だった。
また様々な研修で現場を俯瞰できる貴重な機会に
なった。大切なことは、子どもが将来幸せに生活
できるように努力することだと改めて認識した。
ありがとうございました。
辻 明日香さん
不安に押しつぶされそうだった新入生ガイダンス
から２年、次の人たちを迎えるために色々準備し
たあの時から１年が経つかと思うと本当に驚きで
す。いろんなことにお付き合いいただいた皆さま、
ありがとうございました。
富樫 啓太郎さん
秋田で過ごし、学んだこ
と全てが、私の血となり肉
となって今の私を形づく
っています。出会った全て
の方々、強大なバックアッ
プをくれた家族に心から
感謝をしております。秋大
family という心のよりど
ころを大切にこれからも
頑張ります。

旭水会にて：２年間過ごし
た仲間たちと
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野坂 奨さん
私が大学院生活を振り返って特に印象深
いことは、現職の先生方との関わりです。
現職の先生方の姿を見て、基本的な「メモ
の取り方」など、様々なことを学びました。
これからも学び続ける教員として秋田の子
どもたちを支えていきたいと考えていま
す。
松本 深鈴さん
大学院に進学し色々な経験を重ね、心身
ともに成長することができました。人生で
初めての研究では、とても苦労したと同時
に担当教授に多大なるご迷惑をおかけしま
した。ご指導いただいた教授の皆様や相談
にのってくれた現職の先生、ストマスのみんなに
は本当に感謝しています。皆さんとの出会いが私
にとって一生の財産です。
武藤 郷子さん
教職大学院での学びはわたしにとって何もかも
が新鮮でした。修了後もこの 2 年間の学びを活か
し、どんなことがあっても挫けず努力し続け、目
の前の子どものことを 1 番に思って頑張っていき
たいです。
渡辺 太郎さん
現職の先生方と話し合いやプレゼンや授業を考
えたことが最も大きな学びとなったと思います。
理論と実践の往還。これは現職の先生方とストマ
スがかかわり合いながら学ぶことで実現していく
のだと肌で感じました。4 月から大学院で出会っ
たさまざまな先生方に負けない良い先生になれる
ように学び続けていきたいと思います。
鐙 基倫さん
講義では学校を組織や文化としてとらえて分析
することが新鮮でした。これら大学院で学んだこ
とは、これからの教師人生の視座になると思いま
す。また、修学旅行や院生との日々の交流は、心に
残る一生の思い出となりました。
石塚 昭仁さん
いぶりがっこ農家の方々、地域おこし協力隊の
方々、連携校の学区の町内会長さんたち、東日本
大震災被災地の空気…。その場に行ってこそ、直
接会ってこそ、伝わってくる何かがあることを学
びました。
「自分から動く」を胸に刻んで現場に戻
ります。

卒業式にて、記念撮影！
いつも素敵な笑顔を
ありがとうございました。

泉 拓行さん
教職大学院での豊かな学びの環境の中で、学内
外において幅広く先進的・協働的な学修をする機
会に恵まれた貴重な一年でした。ここで得た見識
を今後の教育実践と学校組織マネジメントに活か
していきたいと思います。
牛丸 靖浩さん
校種の異なる現職教員や学部卒院生とともに継
続的に学ぶ機会をいただいたことにより、１年前
には持ち得なかった視点を得ることができました。
教職大学院での学びをベースに学び続ける教員で
ありたいと思っています。
小松 文彦さん
私の印象に残っているのが、石巻研修旅行です。
宮教大教職大学院生徒の交流に始まり、大川小・
雄勝小の訪問。徳水さんによる防災教育の講話は、
現場に戻ってからも活動につなげることができる
と感じました。充実した１年間になりました。
近藤 明子さん
学校現場では体験できない学修がたくさんあり
ました。そして先生方、ストマスの皆さん、現職の
“同級生”～「人との出会い」も大切な財産になりま
した。かけがえのない一年間、皆さんありがとう
ございました♡

- 12 -

１月～３月の行事一覧
１月 ５日（金）
１月９日～１２日
１月１６日（火）
１月２０日（土）
１月２６日（金）
１月３０日（火）

ミニミニ教育実習公開日
実践報告書中間発表会
雄和小学校・中学校参観訪問
教育学研究科第Ⅱ期入試
教員養成６年一貫プログラム試験日
第 13 回教職実践専攻会議

横手北中学校

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 ９日（金）
・１０日（土） 秋田県総合教育センター教育研究発表会
２月１６日（金） 第２回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
第 14 回教職実践専攻会議
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
２月２６日（月） 実践交流会事前訪問
宮城教育大学附属小学校
第 15 回教職実践専攻会議
東北地区教職大学院 学生授業・研究交流会
現職Ｍ２院生歓送会
第３回あきたの教師力高度化フォーラム
現職Ｍ１次年度計画検討会
全体歓送会
３月２２日（木） 学位授与式
旭水会卒業を祝う会
３月２３日（金） 第 16 回 教職実践専攻会議

３月 ５日（月）
３月 ９日（金）
３月１１日（日）
３月１６日（金）
３月１９日（月）

４月以降の行事予定
４月 ２日（月）
４月 ４日（水）
４月 ５日（木）
４月 ６日（金）
４月１０日（火）
４月２４日（火）

１年次現職院生ガイダンス
２年次以上ガイダンス
入学式
１年次院生ガイダンス、歓迎会（予定）
実習オリエンテーション、研究倫理教育
２年次学卒院生今年度研究計画・実習計画プレゼン
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宮城教育大学

