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平成３１年度並びに令和元年度、教職大学院スタート！ 

 

今年度、教職大学院には現職院生 12 名、学部卒院生 5 名の新たな仲間を迎え、総勢 34 名で理論

と実践の往還に日々取り組んでいます。院生は教育文化学部 4 号館 1 階にある 3 つの院生室に分か

れています。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ともに学び合う生

活を送っています。 

 

◇４―１０９「鳥海ルーム」 

現職院生 

大山 正道さん … 大学で教育について学ぶのは初めてです。しっかりと学びます。 
加賀谷武英さん … 初心忘るべからずでがんばります。 
橘  義憲さん … 現場に戻って「大還元セール」 一生懸命勉強します。 
佐藤 忠浩さん … 多くの刺激を受け、やせる思いで学んでいます。 
 
学部卒院生 

稲継 大輝さん … 何事もなく、無事に 1 年過ごせるように頑張ります（笑） 
佐々木浩子さん … 十三拘束解放―円卓議決開始！『約束された勝利の剣』！！ 
澤木 瑛保さん … 5 時間睡眠でも平気な体を手に入れます。 
山口 裕平さん … 頑張りすぎには気を付けて頑張りたいと思います。 
遠藤 史都さん … 青梅や乳歯は一つ欠けてをり 
 
 



◇４－１１０「雄物ルーム」 

現職院生 

菊池  良さん … 「時は金なり」貴重な一年です。一日一日を大事に過ごします。 
齊藤 雅子さん … 知識と経験を増やし、体重は増やさないよう頑張ります。 
伊藤 直人さん … 小 1 の息子と共に、日々「発見⇒学び」の学校生活です。 
 
学部卒院生 

佐藤将太郎さん … 体質改善 脱虚弱体質 
高橋 崚介さん … 千日の稽古をもって、鍛となし、万日の稽古をもって錬となす。 
時田 紘志さん … よく食べて、よく飲んで、よく食べる！ 
長谷川いずもさん… 悔いのないように、毎日笑顔で頑張ります。 
飯澤 玲央さん … 自分も信じないやつなんかに努力する価値はない。 
沼田 充貴さん … 継続は力なり 
 
 
◇４－１１４「十和田ルーム」 

現職院生 

仙道 英悦さん … 1 日 1 万歩以上歩き、休肝日を守り、人間ドックの数値向上！ 
時田  航さん … 一日一日を大切に、健康第一で頑張ります。 
三浦 和義さん … これまでの実践を振り返りながら、新たな学びを楽しんでいます。 
 
学部卒院生 

鈴木 公貴さん … 慎ましく暮らしていきます。 
照井佳那子さん … 院生 2 年目！結果にコミット！！！ 
渡辺 雄介さん … 子どもの「なるほど」を引き出す授業を目指します。 
照井 達也さん … 今年の夏こそ、腹筋割ります。目指せ！フィジカルビューティー！ 
本田 和也さん … 健康第一で頑張ります。 
  
 

 

 

 

 

 

 

十和田ルームの皆さん 



 

 

 

 

「師の思い出・課題提示について」  

 教職実践専攻(教職大学院)   

特別教授  秋元  卓也 

 

動物生態学、そして生態解明の一つの方法で

ある記録写真の撮影との出会いは、大学二年生

の春でした。元々、「生物」に関心のあった私

は、当然のように動物生態学を受講しました。

一般教養を履修し終え、いよいよ本格的に生物

学の基礎を学べることの興奮に包まれながら動

物生態学の初講義を受講しました。教授は、（旧）

田代町出身であることを話され、学生一人ひと

りに氏名と出身地を尋ねることから講義は始ま

りました。講義中突然に、「秋元君、間もなく

そこの消防署の軒にツバメがやって来て巣を作

るから、観察しておいてください。」との言い

付けが。その後、教授の部屋に出入りし、卒論

制作で忙しい先輩をつかまえては写真撮影の基

礎を手解きいただきました。  

 ツバメから始まった教授からの課題提示は

次々と続き、その中のひとつに「トビに蹴られ

ずに済む方法の解明」というのがありました。

「写真を撮ろうと巣に近付くと、トビが後ろか

ら飛んできて頭を蹴飛ばしていく。何とかなら

ないか。」と。 

 翌日、ヘルメット後に必要以上に大きな目玉

を描いて被り、木登りをすることになってしま

いました。勢い込んでやって来るトビは、目玉

を見るなり身を翻して去って行きます。効果へ

の満足に浸りきっていました・・・地上六ｍの

高さで風景写真を撮ろうとするまでは。カメラ

を構えようと突き出た枝から手を離した瞬間、

落ちました。一本のザイルに救われ、中空を揺

れながら情けない声で助けを求める羽目になっ

ていました。 

  自分にもできるかもしれない、との自己肯定

感を伴わせながらの課題提示は、なかなかに難

しいものです。ここでの出会いも二ケ月を経過

しましたが、「学び」を突き詰めようとする皆

さんの姿勢には感心しています。是非、「学び」

を支え推し進める学習エンジンとしての課題提

示を考えてみてください 
 
 
 

鳥海ルームの皆さん 雄物ルームの皆さん 



秋田大学教職大学院生との学び 

                     附属教職高度化センター 

                                 林崎 勝 

 

本学に赴任してからまだ数か月ですが、学部

卒 1 年次院生の教職実践インターンシップⅠを

担当しています。附属 4 校園でのインターシッ

プとそのリフレクションを通じて、院生の学び

がいっそう深まるよう取り組んでいます。この

ような取組ができるのは、本学近くの敷地内に

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校が位置

しているからと思います。本院の強みの一つで

す。 

 さて、4 月初めのガイダンスで教職実践専攻

長の佐藤教授より「理・画・践・省（理論・計

画・実践・省察）」についての話を伺いました。

その中で、院生も教員も理論と実践を往還し、

理論と実践を融合させることを目指して、本院

の強みである「画」と「省」を大事に取り組も

うとの話が強く心に残っています。 

院生一人一人が研究テーマを設定し、そのテ

ーマに迫るべく計画を立てて実践し省察を通じ

て研究の深みを目指していることに頼もしさを

感じています。この一連の取組は、小学校等に

おける見通しを立てたり振り返ったりする学習

で、児童生徒が分かり直しや学び直しをして新

たな目標を設定し実践していく活動につながる

と考えます。 

改めて自らを省みたとき、恥ずかしながら「ｐ

ｌａｎ－ｄｏ、ｐｌａｎ－ｄｏ…」の連続でした。省察し学

びを深める段階がかなり抜け落ちていたように

思います。赴任して今、改めて省察することの

重要性を感じているところです。 

 終わりに、志をもって教職に就く皆さんへ、

以前同職した校長先生からの言葉を贈ります。 

  ・教師の教師は子どもたち。学力は心が伴っ

てこそ。 

  ・学校で、子どもや仲間の教師たちと一緒に

勉強しないと「教師」にはなれません。昔

から、教師は勉強しながら「教師」になっ

てきました。 

  子どもたちと教育活動を展開する者にとって、

示唆に富む言葉です。本院での学びを深め、共

に学び共に伸びる教師を目指したいものです。



教職大学院に入学して 

学校マネジメントコース  

現職院生１年次  三浦 和義 

 

ついこの 3 月末まで、所属校において指定を

受けた研究に関する書類を書いたり、発表した

りしていた多忙な日々から一転して始まったこ

の教職大学院生活がまもなく 3 ヶ月経とうとし

ています。今、改めて振り返るとこの 3 ヶ月は

あっという間だったという一言に尽きます。こ

れまでの約 25 年にわたる現場とは全く異なる

生活ということと自分の対応力のなさもあり、

同期の方をはじめ、学部卒の院生の皆さんにた

くさん助けていただきながら無事に過ごすこと

ができました。まずもって感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

 さて、このような 3 ヶ月間の大学院生活を通

して感じることは、4 月当初に話があった教職

大学院が掲げる「理論と実践の往還」という言

葉の意味とその重さです。受けている授業は昨

年度まで研究していた生活科・総合的な学習の

時間といった教科そのものの理論をはじめ、ス

クールリーダーの在り方や特別支援教育などと

いった多岐にわたるものであり、これまでの実

践の学び直しとともに新たな学びを通したたく

さんの刺激があり、毎日がとても充実していま

す。また、これまで行くことがなかった幼稚園

や特別支援学校での実習、附属中学校での公開

研究会等への参加も、まさしく「百聞は一見に

しかず」であり、五感を通して一言で言い表せ

ないほど数多くのことを吸収することができま

した。 

 さらに、前号の暁鐘の音において専攻長の佐

藤学先生がお書きになっていたように、本大学

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。その一つとして、私のような現職教員の院

生が学部卒の院生と研究室を共にしたり、授業

を通して交流し合ったりすることで、学部卒の

院生にとっては日常的に現職教員院生の実践に

触れられるとともに、現職教員の院生にとって

は学部卒の院生の若くて柔軟な発想や考えに触

れ、互いに大きな刺激になっています。現在少

しずつ進んでいる教員の大量退職時代におい

て、互いにこのようなやりとりを通し、これま

での本県の教育実践の継承と発展が自然にでき

るのも本大学院の特徴ともいえると思います。 

 そして、何よりも現場において様々な経験を

なさったり、大学において多くの研究を進めて

こられたりしてきた先生方との関わりも大きな

経験となっています。このような多くの恵まれ

た環境の中で日々研鑽を重ね、さらに自分に磨

きをかけ、もっともっと成長していきたいと思

います。 

 
 



第一回レセプション 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生１年次  遠藤 史都 

 
レセプションは 4 月 12 日に開催され、とても

楽しい歓談の場となりました。 

 私はその場で新入生代表として抱負を述べる

ことになっており、去年から始めた俳句を例と

して「初心者」について話そうと考えていまし

た。しかし、いざ抱負について話し始めると、

私が俳句を始めたと言うや否や、その場で一句

詠んでみせなさいと皆さんから言われてしまい

ました。結局、一句詠んだあとに抱負を述べま

した。みなさんは笑顔で温かい拍手を送ってく

ださりましたが、ずいぶんとちぐはぐな抱負に

なっていたと思います。そこで、今回はこの場

を借りて、もともと考えていた「初心者」につ

いて少し書きたいと思います。 

とある俳人が、雑誌に何年俳句を続ければ初

心者ではなくなるのかという悩みを書いていま

した。確かに初心者でなくなるタイミングは、

誰かが決めてくれるものではありません。これ

は教師にも同じことが言えるはずです。教師は

何年経験すれば初心者ではないと言えるのでし

ょうか。1 年ではまだ初心者でしょうか。では 5
年経験すればどうでしょう。10 年経験すればベ

テランなのでしょうか。よく分かりません。明

確な定義はないですから、差し詰め初心者かど

うかは自分が決めるしかありません。ただ、学

生である私は確実に初心者でしょう。もしかす

るとまだ現場に出たことがないので、初心者で

すらないのかもしれません。このような私と比

べると、教職大学院にはベテランの先生方や先

輩方がたくさんいます。とても恵まれた環境で

す。 

私が抱負を述べた後は、そのベテランの方々

と一緒に食事をしたり、先輩が企画してくださ

ったクイズを楽しんだりしました。そのなかで

多くの方々とお話をすることができたことで、

親睦を深めるきっかけとなりました。初心者の

私にとっては、なんとも贅沢なことです。これ

からの教職大学院の生活に期待が大きく膨らむ

レセプションとなりました。 



平成３１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  沼田 充貴 

 
 

4 月 23 日に行われた次年度計画報告会では、

学部卒院生 2 年次の先輩方の研究に関する方針

及び実習での重点取組事項等について発表して

いただきました。1 年次の後期から徐々に進め

てきた研究も、ついに 2 年次で本腰を入れると

いうこともあり、参加者全員が真剣な眼差しで、

発表と質疑応答が繰り広げられました。どれも

興味深い研究内容であり、将来的に教員として

教科の指導等をする際に必ず生きてくるであろ

うものでした。 
 研究においては、まず何を目的としているの

かを明確にし、そこに至るまでの手立ては適切

なのかを吟味します。更に、その研究を生かし

た指導によって育っていく子どもたちの理想の

姿はそれぞれに持っていることでしょう。私は

教職大学院に入学して一ヶ月も経たない立場な

りに、このような一つ一つの研究のプロセスを

考えることは非常に難しいということは想像で

きました。1 年後には先輩たちと同じように緻

密な計画性を持ち、自分自身が設定した研究テ

ーマに向かって前進していかなくてはならない

と思うと少しだけ不安も生じました。 

 それとは裏腹に、報告会を通して大きな期待

が胸を膨らませることにもなりました。それは、

教員という同じ道を志す仲間たちや頼りになる

先輩方、学校現場での経験豊富な現職院生、そ

して、高い専門性を持って熱心にご指導くださ

る教授の方々という恵まれた環境の中で研究を

進めていくことができるということです。これ

は、研究に限ったことではありません。教職大

学院は、向上心や専門性を持ったメンバーの中

で常日頃から教育についての理論を学び、実践

を通して再び試行錯誤できる環境が強みの一つ

です。子どもに対する想いや願いを再確認し、

仲間と高め合いながら、自ら学んでいく姿勢を

忘れずに今後とも日々精進していきたいです。 
 

  



講義紹介 秋田の授業力の継承と発展 

学校マネジメントコース 

現職院生１年次  橘 義憲 

  
平成 30 年度の全国学力・学習状況調査の結

果においても秋田県は好成績を収め、昨年度も

秋田県の学力の高さが証明されました。秋田県

教育委員会の調査結果の概観においては、「平

成 19 年度の調査開始以降、連続して良好な状

況にある」、「これまでの施策・事業等の方向

性や有効性について一定の評価をしている。特

に、少人数学習推進事業、県独自の学習状況調

査、各学校が実施している共同研究体制による

授業研究等は、大きな効果を発揮していると考

えている。」と評価されています。秋田県の施

策や事業、環境が学力を支えている要因ではあ

るとは思いますが、毎日、児童生徒に向き合っ

て真摯に授業に取り組んでいる先生方の努力

によるものが大きいと考えます。 
この講義では、その高い学力を支えている

「秋田の探究型授業」について学んでいます。

講義の前半では、「探究型授業」の優れた点を

理解し、課題についても検討しています。講義

の後半では、グループで模擬授業をつくり上げ、

検討することで、「探究型授業」を臨床的に理

解することを目指しています。グループは、学

部卒院生と現職院生で構成され、若くてやる気

に満ち溢れた学部卒院生といくらかは経験の

ある現職院生がアイディアを出し合いながら

授業を練り上げていきます。お互いに刺激し合

いながら学んでいます。 
情けないことではありますが、私は、現場で

多忙を理由に教材研究に手を抜いているとこ

ろがありました。しかし、現場には使命感に満

ち、創意工夫しながら学び合いながら秋田の学

力を支えている先生方が多くいるのだと分か

り、このままではいけないと思いました。現場

に戻ったら、秋田の授業力を継承し、発展させ

ていくことのできる教師の一人にならなけれ

ばならないと強く思いました。講義の時間も残

り少なくなってきましたが、できるだけ多くの

ことを吸収して自分の力としたいと思います。 

 

 
沼田充貴さんの社会科の模擬授業 



令和元年度 公開研究協議会 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生２年次  鈴木 公貴 

 

改元後初となる秋田大学教育文化学部附属中

学校と附属小学校の公開研究協議会が開催され

ました。附属中は 5 月 31 日、附属小は 6 月 7
日の開催です。 

 前年度に引き続き、附属中学校では研究テー

マを「共に未来を切り拓く 開かれた個」とし、

2 年次研究副主題として「批判的思考力の伸長

を促す授業改善」を掲げ、各教科での研究はも

ちろんのこと、学校全体の教育活動を通して研

究を推進していることを実感しました。講演で

は本学の森和彦先生による「生徒の批判的思考

力を磨くための授業開発研究 ～教師の授業開

発力を高度化させるためのツールを確認する～」

と題し、授業開発を推進していくための視点や

方策など示唆に富んだお話を頂くことができま

した。 

 附属小学校では 2 年次の研究主題として、「自

律した学習者を育てる」を掲げ、「―学びをつ

なぎ資質・能力を高める―」という副題の下、

自律的に学ぶ児童生徒を育むための学校教育の

在り方について考える時間となりました。パネ

ルディスカッションでは、「自律した学習者を

育てる教科指導の在り方」というテーマの下、

本学の阿部昇先生、佐藤学先生、長瀬達也先生、

小池孝範先生、細川和仁先生から、それぞれの

ご見解を示して頂き、これから求められる教科

指導の在り方について熱い議論が交わされまし

た。 

 附属小学校でのパネルディスカッションの最

後の場面で、阿部昇先生が「教師という仕事は

自己否定という側面がある。」とおっしゃって

いたことが印象的でした。教育とはその教育が

必要なくなるように教育するというパラドキシ

カルな営みといえるのでしょう。川の渡し守が

旅人を対岸へと送り出すように、私たちは子ど

もたちを学校から社会という対岸へと送り出す

責務を負っているということを実感しました。

これからも教育や学校の不易と流行を捉えなが

ら、私たちが果たすべき責務を見つめていきた

いものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4～6 月の行事一覧 

 
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 
4 月 15 日（月）・16 日（火） 全県指導主事会議 
4 月 19 日（金）・20 日（土） スプリングキャンプ 於：ユースパル 
4 月 23 日（火）  M2 学部卒院生 次年度実践研究構想発表会  花見会 
 
5 月 23 日（木）  マネジメントコース 実践研究構想発表会 
5 月 24 日（金）  つつじをめでる会 
5 月 31 日（金）  附属中学校公開研究協議会 
 
6 月 7 日（金）  附属小学校公開研究協議会 
6 月 27 日（木）  附属幼稚園公開研究協議会 
 
 

今後の予定行事一覧 

 
7 月 9 日（火）  前期実習全体振り返り 
7 月 30 日（火）  古内杯 
9 月 20 日（金）  令和元年度中間報告会 
10 月 12 日（土）  あきた惟蕗の会・第 7 回あきたの教師力高度化フォーラム 
10 月 25 日（金）～27 日（日） 研修旅行 

 
 


