
暁 鐘 の 音 N O . 10 

（ か ね の ね ）              秋田大学教職大学院 2018 .11 . 1  

 

 

 

 

「あなたのおかげ」 
教職実践専攻（教職大学院）  

特別教授  奥 瑞生 

 

 早いもので、教職大学院に赴任して半年が経ち

ました。４月以降、様々な講義やインターンシッ

プ等の実習などに関わらせていただいて、大学及

び大学院のもつ独特な文化があることに気づくと

ともに、これまで勤務してきた中学校とはまた違

ったやりがいや難しさを感じている毎日です。そ

のような中、前途洋々のフレッシュな学生の皆さ

んと触れ合っている瞬間は、私の一番の楽しみと

なっています。若さに溢れ、よい教師になろうと

やる気一杯のあなたから元気をもらっているおか

げで、すでに現職を退いた自分ですが、皆さんの

夢や志の実現に向け、少しでもサポートしたいと

いう気持ちが湧いてきます。 

 先日、京都大学 本庶 佑 特別教授が、見事

ノーベル医学・生理学賞を受賞しました。 

ご存じの通り、がんに対する免疫システムを利

用した画期的な治療法で、今後、抗がん剤に代わ

る標準的な利用法として普及されていくことが期

待されています。 

 本庶教授は、学生への講演の際、「重要なのは

『不思議だな』という心をもつこと」、また、「常

に、『なぜ？』『ほんとう？』といった疑問の目を

もつこと」と言っています。 

 院生の皆さんは、各自研究テーマを設定し、多

くの教育書等に目を通しつつ、理論と実践の往還

により、学修を進めていますが、一つだけお願い

したいことは、「皆さんが行っている研究は何の

ため、誰のためのものなのか」を、常に心に留めて

おいて欲しいということです。主人公は子どもで

す。皆さんの研究が、実際に目の前にいる児童・生

徒の育ちにつながる研究であることを切に願って

やみません。 

 本庶教授は、患者さんから『あなたのおかげ』と

言われる以上の幸せはない」と話しています。院

生の皆さんが近い将来、児童・生徒から、「先生の

おかげ」と言われるような教師になっていること

を楽しみに、今後も皆さんと関わっていけたらと

思っています。 

 

「キミの言葉で言えよ！」 

教職実践専攻（教職大学院） 

准教授  三浦  亨   

 

 
教職大学院に来て２か月くらい過ぎた頃のこと

でした。ある授業を終えて自分の部屋に戻りコー

ヒーを煎れていた私のもとを、大学院生のＹくん

（仮名）が訪れたのです。「失礼します」と言いな

がら入ってきたＹくんの瞳は、知的欲求を埋めた

いという輝きで満ちていました。 

 「先ほどの授業で先生が話されていた『秋田の

探究型授業』の説明の中で、もう少し教えてほし

いところがあって来ました。」 

 「ああ、これだよ！ これこそが、学問を志す者

が真理を求め、探究する姿じゃないか！（心の中

のボクの叫び）」 

 私は、内心感動しながら、でも、そこでジーンと

していると変なヤツだと思われそうだったので、

喜びを表に出さず、Ｙくんの質問に答えたのでし

た。 

 これは、Ｙくんに限ったことではありません。

その後、この半年あまりの中で、人を変え場所を

変え、たびたび見られた光景です。「今どきの学生

は勉強しない。」という勝手なイメージを抱いて

いたボクは、今とても猛省しています。ごめんな

さい。大学院生の勉強熱心な姿を素直に「すご

い！」と褒めてあげたいです。 

＊        ＊        ＊ 



 でも、あえて一つだけ言わせてください。 

 ネットで調べても、先哲の識者の本を引用して

も、そこに書いてあることは、全て「他人の言葉」

です。それを並べ立てただけでは、データを整理

しただけにすぎません。そこからキミはどう考え

たか、どんな新しい発見をしたか、それを「自分の

言葉」で言えることが大切なのです。 

 学生が、「○○には、こう書いてあったのですが

…」とか、「◇◇は、こう言っているのですが…」

と言って相談してきた場合、私は、 

 「それは、○○（◇◇）が言っていた言葉だろ。

じゃあ、キミはどう考えたんだい。キミの言葉で

言えよ！」と、けっこう冷たい言い方をすること

があります。論語の「学びて思はざれば…」ではあ

りませんが、「自分で思う（考える）こと」を、も

っとしてほしいと思うのです。その意味で、授業

で倣ったことを、自分なりに考えて、足りないと

ころを補おうとしたＹくんはすばらしいと思うの

です。 

 「キミの言葉で言えよ！」…突き放したようで

申し訳ありませんが、私の意図（この言葉の奥に

ある愛情？）をぜひ理解してくださいね。 

 

 

 

教職実践インターンシップⅠ 

 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生１年次  渡辺 雄介 

 

教職実践インターンシップⅠは学部卒院生１年

次を対象とした実践実習科目であり、理論と実践

との往還を進める上で中核となる科目です。教員

としての高度な専門性を身に付けることを目的と

して、学校現場で継続的に実習と省察を行います。 

 前期の実習は附属四校園において 2 日ずつ実施

し、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校それぞ

れの現状と課題を知りました。秋田大学では附属

四校園が同一敷地内にあることが特色の一つであ

り、その強みを生かした実習でありました。私は

各校種における教師と児童生徒との接し方や児童

生徒の実態の違いを学ぶことができました。 

後期の実習は、それぞれの院生が希望する附属

学校園または高等学校において授業実践を中心に

教員としての仕事を体験しています。加えて各自

が自らの研究課題テーマを踏まえ、授業に取り組

み、実践力を磨いています。 

 実習といえば、私たち学部卒院生は昨年まで学

部生として教育実習を行ってきました。教育実習

と教職実践インターンシップを比較すると、学校

現場で教員としての仕事を体験するという点では

似ていますが、実習の自由度は教職実践インター

ンシップの方が高いです。学部時代の教育実習や

大学院での学びによって子どもと関わるうえで必

要なスキルを既に身に付けていることを前提とし

ているため、実習計画は実習校と相談しながら個

別に作成していくこととなります。そのため、自

らの教員としての資質を向上させるのは自分自身

であるともいえます。 

 私は現在附属小学校で実習を行っており、自ら

の専門教科である体育の授業観察及び指導補助を

中心に活動しています。体育の授業では、子ども

が運動のコツ（動感：キネステーゼ）をつかむこと

ができるようにすることが重要な課題であるとい

われます。子どもが運動のコツをつかむためには、

教師からのフィードバックが大きな役割を果たし

ます。実習においては運動という現象をどう捉え、

子どもへどう伝えるか日々試行錯誤を重ねていま

す。この実習で実践力を高めて、児童たちの対話

や教師と児童間の対話を授業内でよりよく機能す

ることができるように、頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「教職実践インターンシップⅡ」を振り返って 

 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生２年次  近藤 大地 

 

本大学院では、学部卒院生は２年間を通じて

「教職実践インターンシップ」に取り組んでおり

ます。具体的には、希望校種に分かれて１年次は

附属学校園で、２年次は秋田市内の公立学校で授

業力はもちろん、教員としての自らの力量を向上

させることがねらいです。 

 そして、今年度私は秋田市内の連携協力校にお

いて「教職実践インターンシップⅡ」を開始しま

した。この小学校の特徴は、全校児童数が３６名

と非常に小さな規模の学校です。また、３年生と

４年生、５年生と６年生が複式学級となってお

り、年の違う児童が１つの教室で、日々助け合い

ながら学習しています。児童は、全員の顔と名前

が分かり、みんなで仲良く朝や昼の時間に鬼ごっ

こやドッジボールなどをして遊んだり様々な学校

行事を協力して行ったりできる所が学校の良さの

１つです。インターンシップが始まって数ヶ月が

経過しましたが、これまでの実習校での経験を振

り返ると、大きく２点の学びがあったと感じてい

ます。 

 １点目が、T１や T２による授業実践を通して

の学びです。私は５・６年生配属であり、研究テ

ーマに基づく検証授業等を実践しています。毎回

の授業では、自分自身の授業力の無さを痛感して

いますが、校長先生はじめ様々な先生方の御指導

をいただき、日々授業改善を図ることができてい

ます。今後も試行錯誤を繰り返しながら、自身の

授業力の向上に努めるとともに、研究テーマを解

明する検証授業を実践していきたいです。 

 

 

 

２点目が、教職全般に関わる学びです。これま

での教育実習とは異なり、授業実践だけでなく、

運動会や学習発表会などの学校行事に加えて、職

員会議や指導主事計画訪問等にも参加していま

す。それらを通して、周囲の教職員の方々と協力

して取り組むことの大切さを実感するとともに、

学校現場に身を置く前に、多岐にわたる校務を経

験できたことで、見通しをもって来年度からの教

員生活を送ることができると考えます。今後も積

極的に学校行事や校務に参画していきたいです。 

 以上、大きく２点の学びは「理論と実践の往

還」によって得られた成果だと感じています。今

後も、教職大学院での講義等で得た理論と「教職

実践インターンシップ」での実践を結び付けて、

「理論と実践の往還」をすることによって、教員

としての必要な資質を磨いていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童と一緒に考えている様子 



平成 30年度キャリア教育指導者養成研修に参加して 
カリキュラム・授業開発コース 

現職院生２年次  柴田 創一郎 

 

７月２日（月）から６日（金）まで５日間、富山

市で行われたキャリア教育指導者養成研修に参加

しました。「キャリア教育」という語が世に出て 

２０年近く経過しましたが、いまだに「職業教育」

や狭義の進路指導との混同・誤解があり、本来の

趣旨に基づいた推進が為されているとは言いがた

いと思います。原籍校でも、進路指導部が作成す

る年間指導計画は存在しますが、その指導計画が

どの程度成果をあげているか、という具体的な評

価・検証は為されず、「国公立大学合格○○人・就

職内定率○○％」といった数字が評価指標になっ

ている面があります。本当に大切なのは、「我々の

指導によってどんな生徒が育ったか？どんな力が

身についたのか？」という議論であって、それを

実現するためにも、現在の教育活動全般をキャリ

ア教育の視点から見直すことが必要だと、研修を

受けて痛感しました。 

 今回の研修で最も印象に残ったのは、４日目の

講師を務めた清川卓二氏です。清川メッキ工業株

式会社専務取締役という肩書きにも関わらず、新

学習指導要領を学校教員以上に深く読み込み、そ

の見識の高さと、企業が行うべきキャリア教育を

実践する熱意・行動力に感服しました。特に、イン

ターンシップ（職場体験活動）を論じる際に、中学

生段階で「生徒の希望」をとることを強く批判し、

インターンシップは「未知なる仕事との出会い」

であるべきで、上辺だけで判断して希望を出させ

ることの危険を説かれました。さらに、「仕事」と

は「選ぶもの」ではなく「選ばれて、はじめて出来

るもの」という「仕事の本質」を学ばせるのがイン

ターンシップである、と強調されたことに強く感

銘を受けました。 

 期間中、何度も行われたグループ演習では、他

県の指導主事・教員の勉強熱心さと、知識・経験の

豊かさに圧倒される場面が多々ありましたが、昨

年度受講した授業「ふるさと秋田のキャリア教育」

で学んだことが、研修の随所で生きました。教職

大学院での学びと、本研修で得たものをつなぎ、

原籍校にしっかり還元できるよう頑張りたいと思

います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会式前の様子 4日目の成果 



納涼会を終えて 
   カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生１年次  長谷川 いずも  

 

前期の授業が終了し、大学会館２階研修室にて

納涼会を行いました。浴衣での参加者も多数お

り、夏らしい雰囲気の中始まりました。まず、 

武田篤先生からご挨拶をいただきました。武田先

生は一人一人にしおりを準備しており、そのしお

りには、｢That’s all well and good in practice 

but how does it work in theory ?｣と書かれてい

ました。意味は｢実践はうまくいっている。で

も、理論はどうだい？｣です。私は武田先生から

このお言葉をいただいて、どのような状況なのか

を自分なりに考えました。「授業が上手くいった

からといって満足するのではなく、なぜうまくい

ったのかを考え、それをさらに発展させるために

思考を止めず突き進むべきなのだ」と考えまし

た。この想いを忘れずに後期も授業とインターン

シップを頑張っていきたいと感じました。その

後、田仲誠祐先生の乾杯のご発声とともに歓談の

時間となりました。前期に受講した講義や、先輩

方とインターンシップでの体験について意見交換

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。 

また、今年新たに教職大学院に来て下さった、

奥瑞生先生、鎌田寿和先生、三浦亨先生からご挨

拶をいただきました。続けて、各コースの代表者

が前期をふり返ったスピーチをしました。私もス

ピーチを担当させていただき、大学院で様々なこ

とを吸収させていただいていると改めて実感しま

した。最後は鎌田信先生の締めの乾杯によって、

後期のより発展した学びに期待を膨らませながら

温かい雰囲気で納涼会が終了しました。 

納涼会を終えて私は今年度の残りの時間をどう

過ごしていくべきなのかと考えさせられました。

後期からも一日一日を大切にして、無駄な時間を

過ごさないように努力していきます。 

 

 

 

ツーショット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2現職と久しぶりの再会 

カメラを向けられピース！ 
藤井先生とツーショット 

歓談に花が咲きますねぇ 



あきた惟蕗の会 
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 

 

９月２９日、秋田大学内にて第１回目の記念と

なる「あきた惟蕗（いぶき）の会」総会が開かれ

ました。あきた惟蕗の会とは、秋田大学教職大学

院の発展に寄与することを目的とした会で、総会

の開催をはじめとした様々な事業を行います。秋

田大学に教職大学院ができてから今年で３年目と

なり、様々なことが順調に機能していくようにな

った中で、このような会がさらに私たちの研究や

実践の後押しをしてくれることをとてもうれしく

感じています。 

今回の総会では会則の説明、役員の任命、事業

計画についての説明のほかに交流会として会員同

士での意見交換・情報交換が行われました。交流

会では、在学生、修了生、教授が入ったグループ

に分かれそれぞれの研究や活動について話し合い

ました。私は現在研究している内容やインターン

シップでの授業実践について不安に感じているこ

とについて先生方からたくさん意見をいただきま

した。現職の先生方の経験から基づく有益な情報

がたくさん聞くことができたので自分の実践にも

生かしていきたいと思いました。そのほかにも、

普段聞くことの少ない他の院生の研究や、修了生

の現在の活動について知ることができ、今後の自

分の活動に見通しが持てて非常に参考になりまし

た。１年次は修了生との面識がない人がほとんど

でしたが、どのグループも分け隔てなく活発な話

し合いがされていて、あきた惟蕗の会としての新

しいつながりが生まれたことをうれしく思いまし

た。 

来年度以降も、秋田大学教職大学院に新入生が

入ってくるたびにあきた惟蕗の会の会員も増え

て、規模も大きくなっていくことが予想されま

す。私は今年度で修了しますが、あきた惟蕗の会

の会員として教職大学院とのつながりが続くこと

に誇りをもって、様々な人とのかかわりを大切に

していきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

修了したマネジメントの先生方 
現在のマネジメントの先生方が司会を務めます 

盛り上がる協議 真剣な眼差しを向けて聞いています 



第４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１年次  高橋 崚介 

 

2018年９月２９日に「第４回 あきたの教師力

高度化フォーラム」が秋田大学にて開催されまし

た。当フォーラムでは、教職大学院修了生による

実践報告とプログラミング教育の発展についての

シンポジウムが行われました。学生でありながら、

こういった教育の最前線を知る機会があることは、

教職大学院に私たちが在籍する大きな意義だと思

います。 

実践報告では、修了生の「理論と実践の往還」の

実例を学ぶことができました。私たちがこれから

行う研究に見通しを持つことができました。また、

修了生のお二方の発表の「継続的な学びの姿勢」

「深い学びの継続」という言葉から、学び続ける

教師像とは何かを感じ取ることができました。 

シンポジウムにおいては、相模原市と戸田市の

先進事例を学ぶことができました。事例の中で、

どちらの市にも共通していることがありました。

プログラミングを学ぶためのプログラミング教育

を行うのではなく、生徒の必要感を大切にしてい

る事です。教科内容の中でプログラミング教育を

取り入れることでわかりやすくなる単元や、身の

回りの題材などを通してプログラミング教育を行

なっていました。相模原市では、算数での概数の

表し方。戸田市では、イルミネーションを題材に

プログラミング教育を行なっていたのが特徴的で

す。 

本フォーラムを通して、教育の最前線を知ると

同時に教職大学院の良さにも気づく事ができまし

た。それは、「知る・学ぶ」だけでは無く、その知

見に関してすぐに「議論できる」事です。フォーラ

ムの合間やその後、現職院生や学部卒院生とプロ

グラミング教育に関して話し合う場が多く、プロ

グラミング教育に関する理解の深まりにつながり

ました。教職大学院は新しい事に関して、余裕を

持って議論ができる場です。これからも、このフ

ォーラムのような機会を通して、教職大学院で自

分を高めていきたいです。

 

 

 

 

 

 

提案してくださる先生方 

パソコンを使用しながら 

実際にプログラミングを体験 

発表してくださる先生 

たくさんのご参加ありがとうございました！ 



平成３０年度学校組織マネジメント指導者養成研修に参加して 
学校マネジメントコース 

現職院生１年次  猿田 尚 

 

 
８月２７日（月）～３０日（木）の４日間、平成

３０年度学校組織マネジメント指導者養成研修に

参加しました。この研修では、学校（子ども、保護

者、地域、教職員）の現状を把握したうえで、目指

す学校像（子ども像、保護者像、地域像、教師像）

の達成に向けて何が必要なのかということを、戦

略マップ作りを通して学びました。具体的には、

学校の現状とありたい姿のギャップを問題として

捉え、その解決のために重点を決めて強みで勝負

することや、学校ビジョンを地域の方々や保護者

にも分かりやすい言葉で作成して共有することな

どです。戦略マップ作りに至るまでの作業を通し

て、学校は関係者（子ども、保護者、地域、教職員）

に対して「何をすることでどんな役割を担うこと

ができるのか。」という顧客志向で使命を考えるこ

との重要性にも気付くことができました。関係者

を想定してキーワードを挙げることで、学校の存

在意義を明確にすることができ、それが目指す学

校像につながるというものです。地域とともにあ

る学校づくりを進めていくうえで、互恵性を考え

ることは大変重要であると思われます。 

 また、教師の同僚・協働性を高めるためには、価

値観（教育観やビジョン）を共有する場を設定し

たり、階層間のコミュニケーションの閉塞を予防

したりすることがポイントになることも学びまし

た。組織の中で自分の考えが生かされ、他の職員

と協働する中で自分の行動が認められるという経

験の積み重ねが、自主・向上性とともに同僚・協働

性の高まりにつながると考えられるため、職場の

中に、一人一人を生かし、育て合い・育ち合う雰囲

気を作っていくことが大切であると感じました。 

 この研修での学びは、学校経営だけでなく、学

級経営や研究推進、各分掌の運営など様々な場面

で活用できるものであるため、今後の実践の中で

生かし、伝達していければと考えています。

  

 

平成３０年度キャリア教育指導者養成研修に参加して 
            カリキュラム・授業開発コース  

現職院生１年次  佐藤 寿美恵 
  

９月１０日～１４日に行われたキャリア教育指

導者養成研修に参加させていただきました。 

 今回の研修で大切だと感じたのはキャリア教育

の年間指導計画です。義務教育学校、中等教育学

校という設定で系統性を意識した年間指導計画を

作成しました。校種を越えて考えることで自分の

校種から視野を広げ、発達段階に応じたキャリア

教育について考えることができました。学校教育

目標をもとに、地域特性や生徒の実態を考慮しな

がらキャリア教育年間指導計画を全職員で考える

ことで、総合的な学習の時間や特別活動などだけ

でなく、各教科や日常生活におけるキャリア教育

についての共通理解が図られます。そうして全職

員が意図的にカリキュラムを実践していくことで

よりよいキャリア発達を育むことができるのだと

感じました。また、その年間計画を校内に掲示す

ることで子ども自身も見通しをもったり、達成感

を感じたりすることもできます。来校した際に保

護者や地域の方も見ることができ、共に子どもを

育てていく架け橋になることも期待できます。     

私が実践したいのは「キャリアカウンセリング」

です。「キャリアカウンセリング」は三者面談など

だけでなく、もっと自然なもので、日常的な対話

や言葉かけを通して行うことができると学びまし

た。日常生活に関わることができる担任として大

切なことであり、長期的に継続して関わることで

生徒に確かな力を育てることが可能であると感じ

ました。 

 この５日間で全国各地の実践事例をたくさん聞

くことができ、様々なアイディアに触れることが

できました。キャリア教育では、様々な人と関わ

り、様々な見方・考え方に触れることが大切であ

ると思います。学校・家庭・地域と連携して社会で

たくましく活躍する子どもを育てていく環境を整

えていけるよう、子どもたちと一緒に失敗を恐れ

ず、できることから実践していきたいです。



 

 

７月～１０月の行事一覧 

 

７月 ３日（火） 前期実習全体リフレクション 

７月１７日（火） 現職院生合同リフレクション（現職１年次） 

７月２８日（土） 秋田大学オープンキャンパス 

８月１０日（火） 現職院生合同リフレクション（現職２年次） 納涼会 

８月２９日（火）・３０日（木） 集中講義「教育実践力の向上と秋田型共同研究システム」 

９月１８日（火） 研究構想発表会（学部卒１年次） 

９月２１日（金） 研修旅行事前学習会 

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１１日（木） 院生ワークショップ 

１０月１８日（木）・１９日（金）・２０日（土） 研修旅行（東成瀬村・陸前高田市・大槌町） 

１０月２７日（土） 八峰町巡検「ふるさと秋田の教育資源とカリキュラム開発」 

１０月３０日（火） 平成３０年度 キャリア教育実践研究協議会 

 

今後の予定行事一覧 

 

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３０日（金）宮城教育大学の授業研究会流会  

１２月１７日（月）忘年会  

 

2019年１月２６日（土） 教育学研究科第Ⅱ期入試  

２月１５日（金）・１６日（土）  教職実践オープンリフレクション  

３月２１日（木） 学位授与式  


