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理・画・践・省
教職実践専攻長
教授
佐藤 学
秋田大学教職大学院（以下、教職大学院）は、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ています。
その目的の実現に向けて、大きな柱となるのが、
理論と実践の往還です。

あれば、理論と実践の垣根は、障壁に見えてなり
ません。
私は、新しい年度の始まりにあたり、「理・
画・践・省」を掲げることにしました。
「理・画・践・省」について説明しましょう。
「理」は理論、「践」は実践です。繰り返しま

教職大学院の授業は、秋田の高い学力を中心的

すが、教職大学院では、理論と実践を往還し、理

に支えてきた経験豊かな実務家教員と、質の高い

論と実践の融合を目指します。それは、現職教員

教員を養成しつつ秋田を含め国内外の教育実践を

院生だけが目指すことではありません。学部卒院

研究・支援してきた研究者教員が協同して指導に

生も目指します。そして、私たち教員も目指しま

当たります。

す。

研究者教員が行う研究は、人類の平和と幸福に

さて、「画」と「省」は何でしょう。

向け、学問の発展に尽くすことです。しかし、学校

この「画」と「省」こそが、この教職大学院の

現場からは直ぐに使えない、理解が難しいと敬遠

強みであります。「画」は計画（準備）、「省」

される場合もあり、研究成果の普及と活用が問題

は省察です。理論と実践が融合して果たすこと

となっていました。一方、学校現場の研究はまさ

は、学校現場の課題を解決することです。しか

に学校現場の課題を、現場の教師が解決するもの

し、学校現場の課題は、複雑で高度なものです。

ではあるのですが、主観的、経験的であるため、継

そのためか、学習指導案どおり、授業は展開しな

承や発展が困難であるという問題がありました。

いから、学習指導案の検討に価値を置かないとい

このように、これまでは、研究者は理論、学校現

う声を耳にしたことがあります。日頃の経験から

場は実践と、それぞれの役割を全うし発展させて

何とか授業を展開することができるとでも言うの

きました。しかし、その枠組みを守ることよりも、

でしょうか。それは、大きな誤りです。人間は考

理論と実践の融合による発展を考える時代が訪

えたことの範囲を超えて対処できる程、有能では

れています。実際、研究の世界では、学際的な分

ありません。上手くいったという経験則でも、な

野が既存の研究を発展させていますし、実践の世

ぜ、その対応でよかったのか、省みることなけれ

界でも校種の垣根を超えた取り組みから、パラダ

ば再現可能なものとなりません。他の場面への活

イムシフトの視点が生まれています。むしろ、教

用もありません。授業研究がゴールとなってしま

育や学校現場の課題を同じように見つめるので

い、次の授業実践につながっていないという話も

同じです。私たちの教育活動を生産的なものにす

分の経験から課題を捉え、課題解決を図っていく

るためには、計画と反省が重要なのです。教職大

姿が中心にあったことが、強みになるのです。私

学院では、計画と反省を開設してからずっと大切

たち教員は、そうした皆さんのサポーターとして

にしてきました。例えば、学部卒１年次院生の場

務めてきたまでです。刻んだときは短いのです

合、実務家教員とのリフレクション、省察コーデ

が、もう既に立派な伝統です。この立派な伝統で

ィネータとの実習リフレクション、研究者教員と

ある「じっくり計画、しっかり省察」を、本年度

の研究リフレクションと３回のリフレクションが

も大切にして展開していきます。

あります。かなり手厚いものと思いますが、これ
が強みではありません。何よりも、院生自身が自

新入生の皆さん、共に、「理・画・践・省」に
努めてまいりましょう。

秋田大学教職大学院の強み
カリキュラム・授業開発コース長
教授
田仲 誠祐
本学教職大学院にとって創立期ともいえる３年

の授業を一層効果的にするのが大学と秋田県教育

が経過し、今後はさらに充実させていくことが求

委員会との連携です。本学の現職院生は、全県指

められることから、
「本学教職大学院のもつ強みは

導主事等連絡協議会に参加することが認められま

何か」と問い直してみました。本稿では、学外の

す。そこでは、秋田の教育課題について理解を深

人々に本学教職大学院の強みを伝えるために、私

め、その解決のため指導主事がどのように取り組

なりに捉えた３点を述べます。

むかを直接学ぶことができます。ほかにも、県総

第一は、本学教職大学院が秋田県に存在してい

合教育センター指導主事が大学院生に対して秋田

るということです。この 10 年間、秋田県は学力の

型探究授業の模擬授業を提示したり、大学院生が

高い県として全国から注目され続け、教育界が一

CT（コアティーチャー）を活用した授業研修会に

層活性化するという好循環にありました。視察団

参加したりするなど、秋田県教育委員会との連携

および研究者からは、授業の質が高いこと、教科

で理論と実践の融合を図る学習の場が充実したも

や学校種の壁を越えて授業改善に取り組む共同研

のになっています。

究のシステムがあること等の様々な要因が挙げら

第三の強みは人です。私は、尊敬すべき教員と

れています。
「秋田県ではプロフェッショナル・ラ

意欲あふれる院生に囲まれている幸せを、日々実

ーニング・コミュニティ構築の状況が、一つの学

感しております。教職大学院では、従来の修士課

校を超えて全県レベルで成立している」(千々布、

程とは異なり、個の力だけでなくチームとしての

2014)という教育土壌に教職大学院が在るという

協働性・総合力が重要となります。本学では、研究

のは大きな強みです。

者教員と実務家教員間の協力体制、院生相互で高

第二は、理論と実践の融合を目指す特色あるカ

め合おうとする雰囲気が大変良好です。その雰囲

リキュラムです。例えば、本学教職大学院には「秋

気づくりに重要な役割を果たすのが定員の約半数

田の授業力の継承と発展」のように「秋田の～」と

を占める現職院生です。彼らは、秋田の教育をリ

いう冠が付き、県内の優れた実践に基づき学ぶこ

ードすることが期待されており実に優秀です。人

とのできる科目が多数設けられています。これら

を育てる環境の中で学ぶ学部卒院生の成長は実に

著しく、１年次には頼りなさがあった院生が２年

をさらに広げるためのシステムや環境が整ってい

目の中頃には逞しくなり、かなり教員らしく成長

ることです。今後は、本学教職大学院に学んだ院

するのです。

生の、教育界における活躍や成果が問われます。

孟母三遷の故事の通り、人が育つためには相応
しい環境や条件というものが必要です。秋田大学

今こそ初心に還り、本学の強みを最大限に生かし、
特色ある次のステップを目指したいものです。

教職大学院の強みは、教員としての成長の可能性

教職大学院４年目を迎えるに当たって
教職実践専攻
特別教授
古内 一樹
本学教職大学院がスタートしてから今年度で４

クトⅡb）については、常に話題になることだ

年目を迎える。準備段階から関わってきたが、開

が、勤務と実習の区別の明瞭化が課題である。ど

学してからも試行錯誤の連続であった。なにせ前

こまでが勤務でどこまでが実習なのか、現実には

例が無く、やってみて色々と不都合なことが生じ

曖昧である。さらに、学部卒１年次院生の実習

たり、確認の必要なことがあったりと、現在に至

（教職実践インターンシップⅠa・教職実践イン

ってもなお、完全に軌道に乗ったわけではない。

ターンシップⅠb）については、今のところ現状

以下に、具体的な課題を列挙してみる。

で良いだろうが、２年次院生の実習（教職実践イ

まず、実習についてである。学校マネジメント

ンターンシップⅡa・教職実践インターンシップ

コース（教職経営プロジェクト）は、独自に実習

Ⅱb）については、連携協力校の受入れに温度差

計画を立てて実施しているので、これはこれで今

があったり、担当クラスが複式学級であったり、

のところ問題は無いだろう。一方で、カリキュラ

極端に児童生徒数が少なかったりするケースがあ

ム･授業開発コース（教職実践プロジェクトⅠa）

る。連携協力校に対する説明をもう少し丁寧にす

と発達教育･特別支援教育コース（教職実践プロ

る必要があるかもしれない。実際私もここ２年間

ジェクトⅠb）については、平成 30 年度、秋田市

担当したが、連携協力校２校にはかなりの温度差

内の連携協力校にて実習をさせていただいたが、

があった。

２年目にはそれぞれの現任校で実習することと、

次に、成果発表会（オープン･リフレクション

秋田市教育委員会の負担軽減等を考えると、１年

とか第○回あきたの教師力高度化フォーラムと呼

目に１年間だけ敢えて連携協力校で実習をするこ

ばれている）の在り方（もち方）である。発表の

とが良いのかどうか、再考の余地がある。現任校

仕方や会場、また、平成 30 年度は１年次院生全

での実習の方が、自校の課題を踏まえて研究テー

てポスターセッションとしたが、これで良いのか

マを究める意味で効率的と思われる。ただし、当

どうか等の問題である。

初の構想では、実習の際に学部卒院生と同一校で

このほか、授業については毎年授業評価を行っ

実習することで、メンタリングやコーチングの力

ているが、一部の授業に改善のために生かされて

も養成できるという考えであったが、この点は実

いないケースも散見される。これでは授業評価を

現できていない。また、現職２年次院生の実習

実施している意味が無い。学修の記録に基づくリ

（教職実践プロジェクトⅡa・教職実践プロジェ

フレクションの内容の充実も課題であろう。

いずれ改善できるところは早急に改善し、開学
４年目を迎える本学教職大学院を、教員と院生と
でより内容の充実したものへと作り上げていきた
いものである。

教職大学院生成果発表
発達教育・特別支援コース
現職院生1年次
齊藤 徹
2 月 15 日、16 日の二日間にわたり、第５回あ

上で、大変参考になりました。また、他の院生の

きたの教師力高度化フォーラムが開催されまし

発表では、他分野、他校種の研究ではありながら

た。フォーラムの中では、教職大学院成果発表が

も、自分の分野に置き換えて考えることで、たく

行われ、１年次の学部卒院生、カリキュラム・授

さんの刺激を得ることができましたし、今後の教

業開発コースと発達教育特別支援教育コース院生

育のためのヒントをいただきたいように感じまし

についてはポスターセッション、２年次の学部卒

た。さらに、今回の発表を通して、自分の研究が

院生及びカリキュラム・授業開発コースと発達教

子どもたちの将来のためのものであると再確認す

育特別支援教育コース院生、学校マネジメントコ

ることができたのも大きな成果だったと思いま

ース院生についてはプレゼンテーション形式によ

す。

る教育実践研究発表が行われました。1 年次学部

今回の教職大学院成果発表を通して、自分の研

卒院生、カリキュラム・授業開発コース、発達教

究の中で足りなかったことや今後の方向性等が明

育特別支援教育コース院生のポスターセッション

らかになったように感じております。来年度は現

では、それぞれのブースで、研究の方向性や内容

場に戻り、仕事をしながらの研究となりますが、

等について活発な意見交換が行われ、次年度研究

自分一人の研究という考え方ではなく、関係する

の方向性について、深く考える機会となりまし

職員らと一緒に研究するつもりで取り組み、より

た。また、２年時の学部卒院生、カリキュラム・

多くの成果を学校に還元できればと考えておりま

授業開発コース、発達教育特別支援教育コース院

す。

生及び学校マネジメントコース院生の発表では、

研究にとりかかってから発表までの間、担当の

２年ないし１年の研究の成果が発表され、質疑応

先生には、繰り返し丁寧にリフレクションを行な

答では、今後どのように取り組んでいくのか、ど

っていただき本当に感謝しております。教職大学

のように関わっていくのか等について、将来まで

院成果発表を通して学んだことを次年度に研究及

を見通した意見が求められていました。

び今後の教員生活に生かしていきたいと考えてお

教職大学院成果発表は、自分の研究の成果を発
表する場となっていますが、私にとっては、同じ
分野の先生方だけではなく、他校種の先生方、学
生のみなさんと意見交換をしながら、より深く自
分の研究を考える貴重な場となりました。特に、
自分が今まで気づかなかった視点でご意見をいた
だけたことは、今後の研究の方向性を考えていく

ります。

オープンリフレクション２日目を通して
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次
澤木 瑛保
オープンリフレクションの２日目は、２年次と

解を深めることができた。このようにして、オー

１年次の現職院生はスライドを用いた発表を、１

プンリフレクションは１年の学びを振り返り自己

年次のカリキュラム・授業開発コースの院生はポ

の変容を自覚できる貴重な機会であったと思う。

スターにより、１年間の研究を通して得た成果を

私が研究を進めていく上で大切だと感じたこと

発表した。

を２つ述べたい。１つ目は、課題を発見し目的を

どの発表も、学校運営や授業設計に関する課題

明確にすることである。教育の意義の一つはこれ

を踏まえ、先行研究にそれぞれの新知見が加えら

からの社会に適応し発展に貢献できる人材の育成

れており大変興味深かった。また、今後の実践に

である。よって、「子どもたちが抱えている課題

結び付けられる価値のある内容であり、様々な発

は何か、どのような力を身に付けさせたいか」に

表を聴いて私自身も見識を深めることができた。

ついて自分なりの考えを持つこと、自分自身の課

私は高等学校数学科における生徒の学習の理解

題意識に関わる先行研究の調査により「どこまで

を促進するための手立てをテーマとして、実習校

成果が出ており、何が課題であるか」を明確にす

に協力をいただいて研究に当たった。特に授業実

ることが大切である。２つ目は、今後の見通しを

践において、生徒の実態、教科の特質、授業展開

持って計画的に進めていくことである。課題や目

等の様々な要因が複雑に絡まっているため、理論

的そして研究方法「文献研究、実践授業及び評

的には正しいといわれている実践を取り入れたと

価・改善等をどのように行うか」を明確にして、

しても効果が現れるとは限らないこと、活動を一

ある程度の構想を立てておくと研究の方向性が定

つ取り入れる際にもその目的や支援及び評価方法

まりやすくなる。

を明確にする必要があること、高等学校では特に

来年度からは今回の経験とそこから学んだこと

深い教材研究と実態の把握により、生徒一人一人

を生かして、今年度明らかになった課題をもと

が学びを得られる指導を追究していくことが重要

に、より本格的に研究を進めていきたいと考えて

であることを実感した。今振り返ってみると、授

いる。１年間協力してくださった大学の担当の先

業力にまだまだ課題がある状態で自分の研究も並

生方、実習校の先生方、本当にありがとうござい

行して進めていくことは大変だったように思う。

ました。

それでも、実践を通しての成果と課題を振り返っ
て一度理論に戻って考え、改善点を見出した上で
次回の実践につなげていくことは、日々より質の
高い教育方法を追究していく必要がある教師とし
て大切なことであり、その一連の流れを経験でき
たという点では有意義な機会を得ることができ
た。また、ポスターを作成するまでに、先生方か
らの助言をいただいて試行錯誤を重ね、そこで研
究を進める上でのポイントや内容構成について理

第６回

あきたの教師力高度化フォーラム

「教師力をどのように高度化するか」
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次
鈴木 公貴

平成 31 年２月 28 日に本学 60 周年記念ホール

い議論が交わされました。提案者の先生方のご見

において、第６回あきたの教師力高度化フォーラ

解を示して頂いた後、阿部教授や参会者との質疑

ムが行われました。はじめに、本学教育文化学部

応答によって、教師力の高度化という中心的な話

長・教育学研究科長の佐藤修司教授よりご挨拶を

題について会場全体の考えが深まりました。

頂き、教師力の高度化について思惟する一日が始
まりました。

第３部が終わった後に閉会行事が行われました。

第１部は、附属教育実践研究支援センター長の

会を閉じる前に、今年度でご定年を迎える阿部昇

佐藤学教授より、附属教職高度化センターの紹介

教授に花束の贈呈が行われました。教育に対する

を頂きました。改組の背景として、秋田県教育委

熱い想いを持ち続けて、ひた走りしてきた阿部教

員会・秋田市教育委員会との連携強化によって学

授に深く敬服するとともに、よりよい教育に寄与

校現場の教員の力量を高めることへと貢献し、教

するために何ができるのかを考え続けていきたい

員養成のカリキュラムを改善していくことによっ

と考える契機となりました。

て、今まで以上に秋田県の教師力の向上に大きく
寄与するとのお話を頂きました。

中国の唐の時代を代表する文人の韓愈という方
が遺した「師説」という文章に、
「貴と無く賎と無

第２部は、模擬授業フェスティバルの決選が行

く、長と無く少と無く、道の存する所は、師の存す

われました。この取り組みは学部学生から参加者

る所なり。」という一節があります。本フォーラム

を募り、教育実習や日々の生活の中で抱いた授業

を通して、教師とは一日としてならず、歩んだ道

への課題意識を基に中心課題を設定して、その解

程が教師たらしめるのだと考えました。教師とし

決に向けた授業の立案と模擬授業を提示し合うこ

て道とは如何なるものなのかを考えながら、これ

とで授業実践力を高めることを目的としています。

から更に深く学び続けていく所存です。

今回も多数の応募があり、事前の予選会から選出
した３つのグループが決選へと進出し、更なる改
善を反映させた模擬授業を提示しました。学部学
生の皆さんの課題意識に基づく授業構想や生き生
きとした姿には光るものがありました。授業提示
後は、授業者側と参会者との質疑応答を通して、
教科や校種といった立場を超えた共同研究の場と
なりました。第３部は、学校教育リレー演習とし
て、
「教師力をどのように高度化するか」と題して
シンポジウムが行われました。提案者の東成瀬村
教育委員会教育長の鶴飼孝様、本学教育文化学部
の細川和仁准教授、本学附属小学校副校長の千葉
圭子様に登壇して頂き、本学教職大学院の阿部昇
教授の司会進行の下、教師力の高度化について熱

第４回

模擬授業フェスティバルを終えて
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では、本大学の学部生を

らこそ、どのチームも教材研究の深さがあったり、

中心として模擬授業フェスティバルが毎年開催さ

アイデアのある授業につながったりしたのだと思

れ、今年で第 4 回となりました。今年度は 2 月 21

います。これは、私が教員になっても大切にした

日に予選会、28 日に第６回あきたの教師力高度化

いと思います。常に学び続ける姿勢を持ち続け、

フォーラムの中で決戦が行われました。このフェ

チームで授業づくりをしながら教員間の高め合い、

スティバルの趣旨としては、実習における授業実

児童生徒にとって分かりやすい授業を追い求めて

践で見えてきた成果や課題、受けた助言を生かし

いきたいと思います。

再度実践することで、さらなる授業力の向上につ

最後になりますが、模擬授業フェスティバルの

なげることです。フェスティバルとあるだけに、

開催にあたり、長瀬達也先生をはじめ多くの先生

最も良い授業を決めるだけで終わらず、検討・協

方にご協力いただきました。また、運営や生徒

議し、互いに高め合う姿も多く見られ、非常に学

役、感想発表をしていただいた教職大学院院生の

びのあるイベントになったと思います。また、フ

皆さんや模擬授業を提示していただいた学部生の

ェスティバルの運営などは教職大学院院生が行い、

皆さん、本当にありがとうございました。

学部生と院生が協働する中で、学びを共有する良
い機会となりました。
今年度のフェスティバルには６チーム、総勢 23
名の学部生が授業を提案してくれました。どのチ
ームも児童生徒の意欲関心を高める工夫がなされ
ており、今後の授業づくりにおいて参考になる点
が多々ありました。また、児童生徒にとって分か
りやすく、
「なんでだろう」と思うような発問やし
かけがあり、深く練られた授業ばかりでした。さ
らに、院生が中心となって授業への質疑応答や感
想発表をし、さまざまな視点で意見が出され、学
部生・院生関係なく、誰もが授業力向上へのヒン
トを得ることができたと思います。
さて、このフェスティバルを運営しながら感じ
たことがあります。それは「チーム」で授業を構想
することの大切さです。この度の模擬授業では、
６チームとも授業者は１人でした。しかし、質疑
などに対してはチームで答えている姿があり、チ
ームで教材研究や指導案などを検討してきたこと
が伝わってきました。チームで授業を構想したか

ビックマウスもときにはよし
教育実践コース社会科教育研究室
濱田 風香
模擬授業フェスティバル出場にあたり、私たち

した。言葉にすると当たり前のことですが、目標・

がテーマに掲げたのは「暗記に終始しない日本史」

方法・評価を一体化して授業を構想することの重

授業をつくることでした。日本史を学習するうえ

要性とそのおもしろさを実感しました。

で、歴史用語の暗記や理解は学習者にとって欠か

予選、決選と実際に模擬授業をしてみて生徒の

せないプロセスのひとつです。しかし、歴史用語

反応に対してどのように返すか、次の学習内容に

の暗記や理解自体が歴史学習の目的ではなく、あ

どうつなげるか、言葉をつないで一つの授業を作

くまでも歴史を見ていくための手段、材料にすぎ

り上げる難しさを感じました。また教材研究に終

ません。日本史学習の真のおもしろさは暗記の先

わりはありません。生徒役の方から出た疑問はど

にある、それがメンバー全員の共通意見でした。

れも授業を改善できる要素でした。

また、今回改訂される学習指導要領では、
「日本

いい経験ができた、偏にこの言葉につきます。

史探究」が新設されること、そしてそれは時代を

僭越ながら来年の参加者の方々にメッセージを残

通観する問いや仮説を立てて学習することで歴史

すとするならば、挑戦する気持ちを大切にしてほ

的な見方や考え方を身に付けることが明記されて

しいということです。身の丈に合わないと思うよ

います。私たちにとっては日本史探究を見据えた

うな挑戦から思わぬ学びを得ることができます。

授業づくりという挑戦でもありました。

模擬授業フェスティバル最優秀賞受賞はたくさ

今回題材として選んだのは鎌倉幕府の滅亡から

んの方々ご協力の賜物です。アドバイスしてくだ

建武の新政にかけての時期です。以前学部の授業

さった外池先生、加納先生。練習の際に生徒役を

でつくった模擬授業のリメイクとなります。最終

してくださった方々。そして、毎日一緒に教材研

的に全く違うものとなりました。

究をした小笹さんと西田さん。皆様に感謝の意を

授業づくりを進めていくうえで新たに学んだこ
とは本当にたくさんありました。なかでも印象に
残っていることは、はじめは演示する１時間分の
授業だけをつくればいいと考えていたのですが、
それでは物足りない、単元計画を作ろう！という
話になったことです。次第に日本史探究の授業で
必要なことは、時代の大きな流れに事象がどう位
置づくのかを考えたり、事象同士の関連性を考察
したりすることだと気が付きました。単元計画を
作ろうとしたことで授業者である私たち自身の内
容に対する理解が深まり、さらには生徒に何を学
ばせたいか、授業が終わったときに生徒の中に何
を残せるかを考えるようになりました。また、目
標を考えるようになったためどのような資史料を
使うべきかということも深く考えるようになりま

表しまして、結びの挨拶とさせていただきます。

教師力向上協議会教職大学院部会及び教員の資質向上のための
研修プログラム開発支援事業の開催
教職実践専攻長
教授
佐藤 学
1 月 16 日、
「教師力向上協議会教職大学院部会」

だくことができました。

を開催しました。教師力向上協議会は、秋田大学

続いて 2 月 1 日、「平成 30 年度教員の資質向上

教育文化学部と秋田県教育委員会及び秋田市教育

のための研修プログラム開発支援事業運営・評価

委員会が、互いの連携・協力を密なものとし、それ

委員会」を開催しました。本年度、独立行政法人教

ぞれの施策及び教育実践に資するため、秋田の教

職員支援機構が公募する研修プログラム開発・実

育にあたる教師の力量の向上について協議するこ

施支援事業に「新たな教員育成指標と研修体系に

とを目的に、平成 23 年に設置されたものです。

対応し『秋田の探究型授業』の継承と発展を目指

教師力向上協議会には教職大学院部会も設置され

す養成・研修一体型プログラムの開発」が採択さ

ており、教職大学院の運営について外部からご意

れ、取り組んできました。

見をいただく貴重な場です。

秋田県教育庁総務課政策企画・広報班副主幹

秋田県教育庁義務教育課長

石川 政昭

氏

秋田県教育庁高校教育課長

渡部 克宏

氏

秋田県教育庁特別支援教育課長

小林 司

氏

秋田市教育委員会学校教育課長

坂谷 陽

氏

秋田県総合教育センター副所長

厚 氏

秋田県総合教育センター副所長
坂本
秋田市教育委員会学校教育課長

寿孝 氏

坂谷 陽

氏

上記委員に、
「学校危機管理の現状と課題」の授

坂本
秋田市立下新城小学校長

大山

業参観、院生室見学、
「平成 30 年度教員の資質向

美佳子

氏

上のための研修プログラム開発支援事業」の取組

武藤 基

氏

状況及び評価資料についての説明を行い、評価を

秋田県立秋田南高等学校長

佐藤 利正

氏

していただきました。委員からは「ニーズの高い

秋田県立聴覚支援学校長

塚本 宏明

氏

研修が提供されてよかった。引き続きニーズの高

上記委員に、
「秋田型アクティブラーニングの授

い研修を提供してもらいたい」
「県でも『主体的に

業デザインと評価」の授業参観、院生室見学、教職

考える』研修を進めている。県と大学の歩調が合

大学院の取組について説明した後、協議を行いま

っていてよい」「被災地視察について、教師には、

した。委員からは「教職大学院が実践的な学びの

語り部からまた「語り継ぐ」という仕事がある」

場になっている」
「実習により教職大学院と連携協

「発表後の質疑応答を充実させてほしい」等の意

力校が Win-Win の関係を構築することはよい」
「教

見をいただくことができました。外部委員からの

職大学院が学校現場の課題を解決していく場とし

意見を踏まえ、教職員大学院の学びの充実を図っ

て期待している」
「実習においてベテラン教員と上

ていきたいと思います。

秋田市立下北手中学校長

関谷

寿孝 氏

手くコミュニケーションを取れている」
「教職大学
院の取組をアピールしてほしい」等の意見をいた

委員の皆様、ありがとうございました。

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 11 名、学部卒院生９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。
駒ケ嶺

充さん

教育の今日的課題について様々な視点から考え
ることができました。また、「授業力の継承と発

高橋

司さん

校種の異なる現職教員から学校現場での様子を

展」では、年齢や教科の壁を超えた教材研究につ

伺うことにより、組織文化や風土の違いを学ぶこ

いて良い意味で考えさせられました。様々な授業

とができた。さらに大学院での講義により、これ

で深い学びができたのも皆さんのおかげです。あ

から目指すべき組織について深く学べることがで

りがとうございました。

きた。教員を目指し、努力を積み重ねている学部
卒院生と一緒に学べたことは、良い刺激となると

小松

英昭さん

入学式後に偶然 NHK のインタビューを受け、そ

ともに大きな財産となりました。ありがとうござ
いました。

の時出た言葉が「理論と実践の往還を目指した
い」でした。これまでの交流のなかった高校の先

田中

紀和さん

生や学部卒院生をはじめとする皆様方と共に学ぶ

校種や年齢の異なる皆さんとの学び合いから、

ことで、目標を達成することができました。あり

これまで当たり前と捉えていたことに、いくつか

がとうございました！

問いをもつことができました。
「新たに得た視
点」を自分の強みとして、現場での実践に活かし

猿田

尚さん

様々な講義や他校種の方との情報交換などか

ていきたいと考えています。１年間、ありがとう
ございました。

ら、教育の現状に関する理解を深めるとともに、
学校現場に必要なことを考えることができた一年
でした。貴重な学びを今後の実践に生かすこと

山城

寛幸さん

他校種での実習がとても新鮮であり勉強になり

で、教職大学院の意義を伝えていければと思いま

ました。また、授業への協働スタイルなど学ぶこ

す。

とが多く、教員としての力量を高めることのでき
たかけがえのない一年間でした。ご指導して頂い
た先生方はじめ、ともに学修した皆さんありがと
うございました。

黒木

良介さん

鈴木

聡さん

大学の先生方、ストマスの皆さん、そして現職

２年間の教職大学院での学びは、教育に関する

の「同級生」の皆さん、本当にお世話になりまし

新たな知見を得ることに留まらず、現職院生や学

た。この「出会い」が大学院での何よりの宝物だ

部卒院生との交流は大きな財産となり、自分自身

と思っています。この宝物を得たことに感謝し、

を見つめ直し視野を広げる好機となりました。教

これからも頑張っていきます。ありがとうござい

職大学院での学びを土台に、教師としての力量を

ました。

さらに高めていけるよう、今後も学び続ける教師
を目指します。

今野

菜穂子さん

様々な校種、年代の皆さんと豊かな学びを重ね

藤原

英樹さん

ることができた昨年度。周りの方々のおかげで研

「平成最後」の２か年間、教授の皆様のご指導

究を進めることができた今年度。考え方も視野も

のもと、校種を超えた現職院生や年齢を超えた学

人間関係もぐんと広がった２年間でした。たくさ

部卒院生の方々と学び合えたことが貴重な財産と

んの素晴らしいものに出会わせていただいたこと

なりました。この学びを指針にし、これから世代

に感謝します。

交代期を迎える学校現場に貢献できるよう務めた
いと思います。ありがとうございました。

柴田

創一郎さん

ここに来なければ出会えなかった方々と出会
い、ここに来なければ経験できなかったことを経

伊藤

紘成さん

大学院では、高い志をもった学部卒院生や各学

験できた、貴重な二年間。特に心に刻まれたの

校のリーダー的な役割を担う先生方と共に学び、

は、１年次の被災地訪問でお会いした徳水博志さ

物事を多角的に捉え、考える力がつきました。こ

んの姿。身を削って、震災を自身の人生に位置づ

の経験を活かして、学校現場では視野を広くも

けようとする姿に、心から感銘を受けました。

ち、子どもたちの幸せを第一に考えて、教育活動
を行っていきたいです。
佐藤

貴大さん

大学院での２年間は頼もしい先輩や後輩、同期
の仲間たちに支えられ、その関わりの中で成長す
ることができました。これからは子どもたちを支
えてあげられる存在になれるように頑張ります。
お世話になったすべての方に感謝しています。あ
りがとうございました。

木村

結花さん

教員になる怖さと喜びをじっくりと味わい、自
分で道を決めることができました。
常にテーマをもち、楽しんで物事に取り組めた
ことは自信になりました。
関わってくださった皆さんに感謝の気持ちでい
っぱいです。

竹内

恭平さん

これまで実習でも研究でも失敗することが多
く、沢山のご迷惑をおかけしたことを深く反省し
ていますが、その失敗からも学ぶことが多くあり
ました。大学院での経験を現場で生かして参りま
す。２年間ありがとうございました。

ありがとうございました。また会いましょう！
若松
木村

陽平さん

彩花さん

講義や連携協力校でのインターンシップなど、

秋田大学教職大学院での２年間は自分を大きく

多くのことを経験することができました。たくさ

成長させてくれた２年間だったと思います。ここ

ん笑顔になり、たくさん泣きました。大学院や現

での学びやつながりを生かし、これからの出会い

職の先生方、ストマスのみんなとの出会いは、私

や教師生活を「楽しむ」事をモットーにがんばっ

の人生の大きな財産となりました。これから出会

ていきます。２年間、ありがとうございました。

う子どもたちや、先生方との「出会い」も、大切
に過ごしていきます。２年間、本当にありがとう

近藤

大地さん

ございました。

大学院での２年間、とても貴重で新鮮な経験を
することができました。大学院で得た学びや仲間
を支えに四月から全力で教職に努めていきたいと
思います。

保坂

迪菜さん

入学当初から、教授や現職教員の先生方、先輩
達に大変軽薄な態度をとってきました。そんな私
がまさか総務として大学院の運営の中心となり、
なんとか勤め上げることができたのは、私を導
き、支えてくださった方々のお陰です。本当にあ
りがとうございました。

保達

諒平さん

とにかく周りに恵まれた２年間でした。楽しみ
ながらも多くのことを学ぶことができました。大
学院に入ってよかったと心から思います。大学院
で得た学びとつながりを大切に、学校現場でも頑
張ります！

教職大学院行事一覧
１月～３月の行事一覧
１月

８日（火） 実践報告書概要発表会

１月２２日（火） 井川義務教育学校参観訪問
第 12 回教職実践専攻会議
２月

５日（火） 実践研究報告書等事前発表会
第 13 回教職実践専攻会議

２月

７日（木）
８日（金）

秋田県教育研究発表会（秋田県総合教育センター）

２月１５日（金） 第５回あきたの教師力高度化フォーラム
第３回教職実践オープンリフレクション：現職院生
２月１６日（土） 同上：学部卒院生
第 14 回教職実践専攻会議
２月１５日（金）
１６日（土）

第５回あきたの教師力高度化フォーラム

２月１９日（火） 第 15 回教職実践専攻会議
２月２１日（木） 第４回模擬授業フェスティバル予選
２月２８日（木） 第６回あきたの教師力高度化フォーラム
第４回模擬授業フェスティバル決選
３月１８日（月） 第 16 回教職実践専攻会議
３月２１日（木） 学位授与式旭水会卒業を祝う会
全体歓送会
３月２６日（火） 第 17 回教職実践専攻会議
４月以降の行事予定
４月

１日（月） １年次現職院生ガイダンス
第１回教職実践専攻会議

４月

３日（水） ２年次ガイダンス

４月

４日（木） 入学式

４月

５日（金） １年次院生ガイダンス
第２回教職実践専攻会議

４月

９日（火） 実習オリエンテーション

４月１２日（金） 新入生歓迎会

