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平成３０年度、教職大学院スタート！
今年度、教職大学院には学校マネジメントコース６名、カリキュラム・授業開発コース１３名、発達
教育・特別支援教育コース３名の新たな仲間を迎えました。教育文化学部４号館１階にある３つの院生
室に分かれ、日々の学修に取り組んでいます。院生室では、校種や教科、コースを越え、現職院生と学
部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」
現職院生１年次
小松 英昭さん・・・無理をせず行き止まりでは方向転換忘れずに。
山城 寛幸さん・・・千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす。
柴田 恵子さん・・・出会いに感謝！一歩前へ一段上へを目指して。
齊藤
徹さん・・・生活の違いに混乱。精一杯楽しみます。
学部卒院生２年次
木村 結花さん・・・四季折々の天恵を享受しております。
近藤 大地さん・・・新しい学びと向き合う日々で充実しています。
小野垣和弥さん・・・みんなと違う道だが、前向いて進んでいます。
伊藤 紘成さん・・・みんなと仲良く過ごしたいです。
学部卒院生１年次
長谷川いずもさん・・毎日充実した生活を送っています。
高橋 峻介さん・・・三歩進んで二歩ジャンプ。
鈴木 公貴さん・・・安全第一でがんばります！
澤木 瑛保さん・・・毎日学びに向かう力を高めております。

鳥海ルームのみなさん

◇４－１１０「雄物ルーム」
現職院生１年次
猿田
尚さん・・・たくさんの人や学びとの出会いが楽しみです。
高橋
司さん・・・知らないことを共に学ぶことで視野が広がる気がします。
佐藤寿美恵さん・・・毎日楽しく自分を成長させていきます！
相原
淳さん・・・一日一日を大切にがんばります！
学部卒院生２年次
若松 彩花さん・・・
「初志貫徹」を胸に夢に向かって頑張ります！
木村 陽平さん・・・今年も真面目で誠実にがんばります。
稲継 大輝さん・・・文武両道！！教職実践とソフトテニスを頑張ります！！
保達 諒平さん・・・学びを増やして体重を減らしたい毎日です。
学部卒院生１年次
渡辺 雄介さん・・・自重系トレーニングを頑張ります。
佐藤将太郎さん・・・１７４．５ｃｍですが、今年中にダンクぶちかます！
照井佳那子さん・・・机の２段目はお菓子専用です。私の「生きる力」。

◇４－１１４「十和田ルーム」
現職院生１年次
駒ケ嶺 充さん・・・人生三度目の大学生活。充実した毎日です！
田中 紀和さん・・・刺激が多い毎日。充実した環境に感謝です。
阿部
匠さん・・・上げるぞ！教員資質！！下げるぞ！体脂肪率！！
池田 和馬さん・・・日々学び、日々笑い、日々成長したいです。
学部卒院生２年次
佐藤 貴大さん・・・朝のような感情であの丘を越えます！
竹内 恭平さん・・・少し“ゆとり”をもって日々努力をします。
田口
奏さん・・・個性豊かな方々に囲まれ本当に楽しいです！
保坂 迪菜さん・・・今年こそ机の上を綺麗にしようと思います。
学部卒院生１年次
時田 紘志さん・・・ラーメンマスター兼川反案内人です。
佐々木浩子さん・・・午前の光よ、善き大学院生活を守りたまえ。
山口 裕平さん・・・そろそろ本気、出そうと思っています。

雄物ルームのみなさん

十和田ルームのみなさん

教職大学院に入学して
カリキュラム・授業開発コース
現職院生１年次 阿部 匠
４月に教職大学院の門をたたいてから、早いも
ので３ヶ月が過ぎようとしています。各授業から
出される多くの課題に悪戦苦闘しながらも、秋田
の高い学力を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の指導の
下、それぞれが卓越した経験を持つ現職院生や向
学心あふれる学卒院生とともに学ぶことができる
日々は、とても充実しています。
秋田大学教職大学院としてスタートし、今年が
３年目になります。
「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」という理念のもとに日々の学びは展
開されています。その学びは多岐にわたり、その
一つ一つが、自分の教員としての経験に理論の肉
付けを施しているということを実感させます。
教職大学院には「現職院生は学部卒院生のメン
ターとしての役割を果たし、学部卒院生は日常的

に現職院生の実践知に触れることができる」とい
う特徴があります。私は、昨年度秋田県総合教育
センターで研修員として研修を行ってきました。
「教育課題研究」
「授業力向上研修」等の研修で学
んだことを学部卒院生に実践を通して伝達できる
ことは、貴重かつ有意義であると感じています。
また、現職院生と学部卒院生が同じ課題に向かっ
て協働的に取り組む中で学生の新鮮な考え方を聞
くことは、若い世代への理解を深めるとともに、
自分自身の新たな気づきを生み出します。さらに、
他校種の現職教員との交流も、教員としての在り
方を考えるいい機会になっています。
秋田大学教職大学院は、自らの資質向上を目指
す方にとって、とても恵まれた環境であるといえ
るのではないでしょうか。ここでの学びを経て、
優れた秋田の教育力を実践知として自らに取り込
み、次の世代に確実に継承できる教員になるため
に、日々研鑽を重ねていきたいと思います。

第 1 回レセプション
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次 佐々木 浩子
４月２０日、大学会館食堂ホールにて第１回レ
セプションが行われました。教育文化学部長の佐
藤修司先生からあいさつをいただきました。３年
目の教職大学院へ期待を寄せる佐藤先生のお言葉
に、全院生はこれからの抱負と緊張感で胸がいっ
ぱいになりました。そして、佐藤学専攻長の乾杯
のご発声とともに歓談が始まりました。懇談する
中で、田仲誠祐先生の教職に対する思いや貴重な
体験談を聞くことができました。大学院教員、現
職院生、学部卒院生それぞれが教職に対する思い
や趣味等の意見交換を通して一緒になって楽しむ
ことができました。
歓談の途中で３つのキーワードから学部卒院生、
現職院生の誰かを当てるゲームがありました。高
速服畳み、バイオリン弾き、女子大生風、イクメ
ン男子など多種多様でとても楽しく愉快な面々だ
と思いました。このアイスブレイクはグループ対
抗ということもあり、話し合いながら絆を深める
とともに、特徴を関連付けることで名前を早く覚

えることにつながると感じました。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、廣嶋徹先生、
三浦亨先生から教職に関するお話をいただきまし
た。最後に締めの乾杯を武田篤先生にしていただ
き、大きな拍手で終わりました。短い時間でした
がとても有意義な時間を過ごすことができました。
常に学び続ける教師となるべく、同期と切磋琢磨
しつつ、先輩から助言をいただき、現職院生の技
をどんどん取り入れていきたいと思います。

平成 30 年度次年度計画報告会
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次 時田 紘志
４月２４日に行われた報告会では、学部卒院生
２年次の先輩方が、研究テーマや今後の実習の見
通しについて発表していただきました。発表して
いる先輩方の姿が自身の１年後の姿だと感じ、想
像しながら発表を聞きました。
発表では、先輩方の課題意識である考え方や理
論が、私が知らなかったものも多かったため、研
究や実践で参考にしたいと感じました。また、現
職院生や大学の先生方を中心に質疑応答があり、
実践とのつながりを考えながら、研究で取り上げ
たい理論を深めることが大切だということが分か
りました。
計画報告会から、教職大学院は、学校での実習
や実践を通して、教員になったときに大事にした
い考え方を学んだり、課題意識をもって実践を追
究したりしていくことができる専門性の高い場で
あることがわかりました。

私が「実践研究」を進めていくことを考えると
実践経験は、先生方に比べて圧倒的に少なく、理
論と実践を上手く結びつけることができないので
はないかという不安が生じました。しかし、実践
経験の豊富な現職院生や同じ教員を志す仲間と学
校や教育に関して語ることができるのは、実践に
関する知見を深められるという点で、教職大学院
の強みだと考えられます。院生生活を一緒に過ご
していく仲間とのつながりを大切にしながら、即
戦力となる教員となるために、研鑽に励んでいき
たいです。
教職実践に関する取り組みとして、前期は、附
属幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の四校
園を訪問し、子どもたちをめぐる状況や学校教育
の現状や課題について考えていきます。改めて「子
どもにどうなってほしいのか」
「子どもにどう支援
や指導をしていくのか」という、自らの子どもに
対する想いを再確認し、学び続ける姿勢を大切に
していきたいです。

学部卒院生２年次の発表の様子
たくさんの質問や助言をいただきました。

講義紹介

「ICT を活用した教育の実践と課題」
学校マネジメントコース
現職院生１年次 駒ケ嶺 充

大学を卒業した平成３年、山間にある小さな小
学校に講師として赴任しました。学校にパソコン
はなく、授業で使う学習シートはもちろん手書き
でした。平成５年にある中学校に赴任しましたが、
この時初めて「パソコン」に手を触れました。先
輩教師にコンピュータに長けている方がおり、ラ
ップトップ PC を私に貸してくれました。ワープ
ロソフトや表計算ソフト（当時は「Lotus1-2-3」
が主流でした）の使い方が分からず、苦労したの
を覚えています（今でも苦労していますが…）。あ
れから２５年。技術革新はものすごい勢いで進み、
コンピュータは今では私たちの生活になくてはな
らないものになりました。
本講義では、まずコンピュータの基礎基本を確
認しました。基礎基本とは、
「IT」と「ICT」の違
い、コンピュータの五大機能、情報の単位、等で
す（五十路を迎える私にとっては正直「？？？」
でした）
。校務処理効率化の現状と課題について討
議も行いました。自分が勤務する地区の現状を踏

まえた上で、校務の情報化を進めることが学校現
場において効果がなければ意味がないことを再確
認できたように思います。また、講義では、現在
授業で使われている ICT 機器を活用するための環
境やその利点と短所について学んだり、ICT 環境
を整えた教室でその利用法を体験したりもします。
NHK の方を講師に招いて、放送教材を利用してで
きるアクティブラーニングについても学ぶことが
できました。
まだ講義はすべて終了していませんが、今後は
学校教育におけるシミュレーション教材の有効利
用の可能性や、インターネットを活用した事例に
ついて学修していく予定です。
そして、最後は全国でも屈指の ICT 教育を推進
している八峰町の小中学校を訪問し、ICT 教育の
実際を見学する予定です。ICT 機器の活用の仕方
はもちろんですが、活用に伴う行政の支援のあり
方などについて学ぶことができればと思います。

アクティブラーニング室での講義の様子

公開研究協議会

岩手大学教職大学院との交流を終えて
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次 山口 裕平

秋田大学教育文化学部附属中学校及び附属小学
校の公開研究協議会が、それぞれ６月１日と８日
に行われました。私自身、公開研究協議会への参
加は初めてのため、充実した２日間となりました。
附属中学校では「批判的思考力を高める学習活
動の工夫」をテーマに掲げ、ミエルトークや自信
メーター等を活用した授業が展開されていました。
これらを用いることで、生徒同士の考えを多面
的・多角的にみて議論を進めることができたり、
思考の変容を見える化できたりと、生徒の学びが
深まっている姿がたくさん見て取れました。
公開研究協議会講演会の中で、講師の京都大学、
溝上慎一教授は、2030 年以降を見据えた学校教育
の在り方について熱く語っておられました。講演
での実際例から、知識だけではなく、子ども達が
社会で生きていく中で必要な資質・能力を育成で
きるように、人前での話し方や聞く態度など基礎
的なところに目を向ける重要性に改めて気づかさ
れました。また、それらがアクティブラーニング
の基礎・基本であるということを知ることができ、

教職大学院

大変勉強になりました。
附属小学校では「自律した学習者を育てる」と
いうテーマの下、各教科の見方・考え方を働かせ
た学習活動を通し、資質・能力と自ら学ぶ力を高
める授業が行われていました。特に、３年生の理
科の授業はプログラミング的思考を取り入れ、問
題解決を順序立てて論理的に考える内容でした。
難しく感じているような子どももいましたが、互
いに教え合いながら、目を光らせて取り組んでい
ました。将来の子どもたちのことを考えると、答
えを教えることよりも、学び方を教えることが大
切なのではないかと思いました。
附属小学校の公開研究協議会の後、岩手大学教
職大学院の方々との交流会も開催されました。２
時間ほどの交流ではありましたが、個性的な自己
紹介や互いの大学院での学びの共有など有意義な
時間となりました。大学は異なりますが同志とし
て、今後とも密に連携・交流を図り、互いに高め
合っていければと思います。

一期生として
カリキュラム・授業開発コース 修了生
秋田県立能代松陽高等学校 教諭 三浦 益子

多才な大学教員の指導のもとで、現職院生と学
卒院生が授業や実習、学外研修で学び合い、切磋
琢磨した一年次。学ぶ側の立場になったことで、
「教える」
「学ぶ」ということについて、深く考え
させられた一年でした。学校現場に戻り、実践を
試みた二年次。大学院で学んだ理論と実践とを往
還することで、点と点がつながるとともに、学校
教育の難しさを実感した二年目でした。多くの
方々に支えていただき、充実した二年間を過ごす
ことができました。この場を借りてお礼申し上げ

ます。ありがとうございました。
現在は、中堅教員として何ができるのかを模索
しながら、日々の業務に励んでおります。久々の
クラス担任は、新たな気持ちで生徒と向き合って
います。大学院で学ぶ前と後での、変化を感じ取
りたいと思っています。ともあれ、大学院を卒業
したこれからが、真価を問われる時です。共に学
んだ仲間たちのとの繋がりを大切にしながら、さ
らなる高みを目指して学び続け、発信していきた
いと思います。

４月～６月の行事一覧
４月
４月
４月
４月
４月
４月
４月
４月
４月

２日（月） １年次現職院生向けガイダンス
４日（水） 在学生ガイダンス
５日（木） 入学式
６日（金） １年次院生ガイダンス、歓迎会
10 日（火） 実習オリエンテーション、研究倫理教育
19 日（木）・20 日（金） 全県指導主事会議 於：秋田県総合教育センター
20 日（金） 新入院生歓迎レセプション
24 日（火） Ｍ２学部卒院生 次年度実践研究構想発表会
27 日（金）・28 日（土） スプリングキャンプ 於：ユースパル

６月
６月
６月
６月

１日（金）
８日（金）
28 日（木）
30 日（土）

附属中学校公開研究協議会
附属小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
附属幼稚園公開研究協議会
附属特別支援学校公開研究協議会

今後の予定行事一覧
９月 22 日（土） 教育学研究科第Ⅰ期入試
９月 29 日（土） 教職大学院あきた惟蕗の会・旭水会教職大学院支部総会および交流会
第４回あきたの教師力高度化フォーラム
10 月 18 日（木）19 日（金）・20 日（土） 研修旅行
2019 年１月 26 日（土） 教育学研究科第Ⅱ期入試
２月 15 日（金） 教職実践オープンリフレクション
２月 16 日（土）
同上
３月 21 日（木） 学位授与式

「秋田の授業力の継承と発展」
学部卒院生の模擬授業の様子

「インクルーシブの理念と特別支援教育の推進」
学部卒院生と現職院生で力をあわせて

