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在職５年間を振り返って
教職実践専攻（教職大学院）
元・特別教授

古内 一樹

私は平成 27 年４月より、５年間、実務家教員と

トしたわけですが、それまで周到に準備を重ねて

して本学にお世話になりました。本学教職大学院

きたつもりでしたが、いざスタートしてみると、

がスタートしたのが平成 28 年４月ですから、本学

授業のスタイルや内容、研究発表会の持ち方、院

教職大学院にまる４年関わってきたことになりま

生への連絡方法等々について、改善していくべき

す。当時のことを思い起こしてみると、改組前の

点が多々見つかりました。そこで、院生とも話し

１年間は、その準備のために、先進教職大学院の

合いを持ちながら改善できるところは改善してき

視察に行ったり、教室や院生室の環境整備や備品

ました。それでも、未だに改善の余地があり、残念

等の準備をしたり、次年度の授業の打合せとその

ながら完全に軌道に乗ったとはまだ言いきれない

準備に追われたりなどしていました。実際には、

のが実情です。

岡山大学、京都教育大学、和歌山大学などの教職

一方で、秋の研修旅行や教職員支援機構と県･市

大学院を視察し、実習とリフレクションをどのよ

の研修会などに参加した場合の単位化、同窓会を

うに行っているのか、研究者教員と実務家教員が

立ち上げたことなどは評価できると思います。ま

どのように授業に関わっているのか、などについ

た、院生の中には在籍中に学会で発表したり、各

て聞き取りをしてきました。当時は、まだ教職大

種研究会等に積極的に参加して自己研鑽を積んだ

学院がどのようなものになるのか暗中模索の状態

りと、学び続ける教員の姿勢を感じさせてくれて

でしたから、先進の教職大学を視察させていただ

います。本学教職大学院が、これからも秋田の教

いたことは、改組後の教職大学院の運営や業務の

育の質の向上に寄与するために、より一層充実・

遂行に多大な影響を与えたことになります。

発展されることと、修了生一同の活躍を祈念して

そして翌年、いよいよ本学教職大学院がスター

います。

「秋田県自由画教育研究」の事始め
教職実践専攻（教職大学院）
教授
平成５年４月に秋田大学大学院教育学研究科教

長瀬

達也

した。入学の目的の一つは「論文」を書くことでし

科教育専攻美術教育専修へ，現職教員院生（在籍

た。私は本学部を昭和 57 年３月に，論文ではなく，

校は当時の皆瀬村立皆瀬中学校）として入学しま

絵画（油彩・193 ㎝×162 ㎝）２枚の提出で卒業し

ています。その当時は，絵画制作に集中できて大

その中で，在籍校の皆瀬村立皆瀬中学校の校長

変嬉しく思っていました。しかし，卒業して公立

である佐々木継男先生のお話を思い出しました。

中学校の美術科担当教員という仕事を続ける中で，

佐々木先生がかつて勤務していた湯沢市立湯沢東

次第に論文というものを書いてみたくなりました。

小学校には，大量の戦前の図画作品が「宝物」とし

中学校が全国的に落ち着かない時代，自分の内部

て保存されているというものです。院生１年生の

にある主観的イメージを自分だけの創作方法でキ

夏休みに早速，同校を訪問させていただき，
「宝物」

ャンバスという世界に実体化させる絵画よりも，

を実見しました。とても感動し，研究の方向に確

確固たる事象や，客観的な見識に基づいて，誰に

信をもつことができました。そこには，臨画教育，

でも伝わる「文字」を使って客観的に考察してい

教育的図画，自由画教育，想画教育などという図

く論文に，大変あこがれるようになっていました。

画教育の歴史的変遷が，図画作品という確固たる

大学院入学後には，戦前の図画教育史に興味を

歴史的事象として，確かに存在していました。湯

もつようになりました。特に，明治期の臨画教育

沢尋常高等小学校時代である明治 45 年（大正元

や教育的図画から，大正期の自由画教育への劇的

年）から，昭和 39 年頃までの図画作品が，書道作

変遷がとても興味深く思えたのです。それぞれの

品とともに軸物形式で長年にわたって丁寧に保存

時代においては，図画教育に社会が求めるものや，

されていたのです。

教員の意識や指導法などが違うことにも興味をも
ちました。そして，このような流れや変遷を研究
すれば，見えにくい今後の美術教育の在り方につ
いて，確固たる信念が得られるような気がしまし
た。学生時代には絵画のことしか頭になかった私
は，しだいに美術教育学や美術教育史などに関連
する書籍を読みあさるようになりました。

湯沢尋常高等小学校５年生の見事な臨画作品

臨画作品に使用した女学校の図画教科書
大切に保存されている「宝物」の中で，明治 45
湯沢東小学校に保存されていた作品の一部

年（大正元年）から昭和６年までの軸物 43 点を修

（軸物になっている）

士論文の研究対象とし，長期休みを使って，一枚

一枚のサイズを測って作者名・題名・特徴などを

ては，指導が困難だったと考えるようになりまし

記録し，撮影しました。調査した作品数は 462 点

た。自由画教育の広がりの中では，意外と概念的

です。気が遠くなってくる調査の中で，やはり臨

で表面的な指導が多かったと考えられます。実際，

画教育や教育的図画から自由画教育への変遷が劇

自由画教育時代の図画作品には「クレヨン」によ

的に感じられ，感動しました。教科書の図版や，画

る「風景画」が増えていきます。理想とすること

家の作品の正確な模写を徹底した臨画教育や，遠

と，教育現場の実践には，過去にも現代にも「乖

近法や製図的表現に忠実であることを目指した教

離」があるのではないでしょうか。

育的図画は，確かに見事なものでした。しかし，大
人びた表現に留まるもので，現代の視点からは創
造性や，発展性が感じられませんでした。反対に，
自由画教育による図画作品には，当時の子供の主
体的な追求や創造性を発揮する姿が見えるようで，
現代の視点に近い教育思想が感じられました。

『秋田魁新報』昭和 11 年４月５日付（４日夕刊）
掲載の画家伊藤弥太による自由画作品コーナー
このように始まった私の「秋田県自由画教育」
の研究は，修士論文だけではなく，学会誌論文 10
湯沢尋常高等小学校の自由画教育以降の図画作品

本にも結実して，現在も続いています。現在，大正
８年から昭和 15 年までの『秋田魁新報』を全てマ

調査と考察を重ねていく中で，臨画教育や教育

イクロフィルムで閲覧することも取り入れて，戦

的図画はゴールの姿が一つに決まっているので，

前の秋田県図画教育の全体を俯瞰し，
「秋田県自由

当時の教員にとっては指導が楽であったと考える

画教育」の盛衰を教育現場の視点で確認しようと

ようになりました。反対に，自由画教育では子供

思っています。とても骨が折れることですが，寸

の数だけゴールがあり，指導には美術的な能力も

暇を惜しんで進めています。そして，５年後の定

必要なので，図画教育に力を入れない教員にとっ

年までには一つの形にしたいと考えています。

ポスター発表
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生 1 年次

飯澤

玲央

ポスター発表とは、あきたの教師力高度化フォ

大成の場となっています。また、発表を聞いてい

ーラムの 1 日目午前の部にて学部卒院生 1 年次が

ただき、質疑応答を重ねることで、来年度の実践

今年度、教職実践インターンシップⅠを中心に行

研究に向けての意見をいただくという今後にむけ

ってきた実践研究成果を発表するという 1 つの集

てのスタートを切る場でもあります。

私は本発表をするにあたって、10 分～15 分と

実態や教材内容を踏まえてここでつまずきそうだ

いう短い時間で私が行ってきたことを聞いてくだ

なという見通しをもってどこに時間を割くかなど

さる方に分かっていただけるようにまとめて発表

の構成を考える等、授業に通じる部分が多々あり

するという構成を考えることに多くの時間を割き

ました。

ました。ポスター発表前に練習として担当の先生

今回の経験において、構成力や視野を広げると

方に発表を聞いていただき、どの内容に時間をか

いった部分で成長できたと感じています。今後の

けるのか、その言葉で本当にわかるのか等、多く

あらゆる場面で活用し、さらに成長できるよう努

の点で改善していただきました。その結果、発表

力していきたいです。

当日ではたくさんの方に発表を聞いていただき、
私が今年度行ってきたことを理解していただいた
うえで、多くの質問や意見をいただくことができ
ました。来年度はより一層、実践研究に励んでい
きたいと思います。
今回のポスター発表を通じて感じたことが 2 つ
あります。１つ目は相手に何かを伝えることの難
しさです。どのように表現すると分かるのか、本
当にこれで分かるのかと試行錯誤する大切さを改
めて学びました。2 つ目は限られた時間で内容が
わかるように展開していくというのは学校におけ
る授業と同じであるということです。授業を行う
にあたって、子どもに分かるような言葉を使って
やりとりをするのはもちろん、授業前に子どもの

ポスター発表後の飯澤玲央さん

２年間の成果発表と自己変容
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生２年次
本フォーラムの１日目に、学部卒院生２年次１

時田

紘志

いて深く考える機会となりました。

１名による研究成果発表会を行いました。各々が

私は、主体的に学習に取り組む態度を育むため

１年次の実践経験を基にした学習上の問題を取り

の「振り返り」の効果を論じ、振り返りを促す指導

上げ、学校や学級の実態に合わせて実践的に検証

について研究しました。振り返りの指導によって、

しました。

よりよい振り返りに変化したり、態度形成を促し

４部屋に分かれて成果を発表し、それぞれの部

たりする示唆を得ました。しかし、実践授業の比

屋で、子どもに寄り添った質問や意見交換が行わ

較検討の不足による研究論文としての誠実さに欠

れました。教職としての実践経験が足りない私た

けている点、主体性の視点で子どもの様相を深く

ちにとって、本学が掲げる「理論と実践の往還」の

検討するための評価基準が、授業実践上の評価に

重要性と今後の実践に反映させるための展望につ

関わるかあまり明確でなかった点、態度形成につ

いて検証するためにはより長期の検証を要する点

院の担当の先生方、サポートしてくださった現職

など、研究を通した新たな課題が浮き彫りになり

院生の皆様、お忙しいところ指導してくださった

ました。研究の成果に満足せず、今後の研究や教

連携協力校の皆様のおかげです。深く感謝申し上

員生活の課題としたいです。

げます。

しかし、研究や実習を身に据えた大学院生活や

２年間の集大成としての成果発表でしたが、子

授業実践は、昨年の自分と比べて、子どもに寄り

どもがいる限り、子ども理解や指導の検討という

添う視点や教育に関する自分自身の価値を変容さ

研究は終わることはありません。常に学び続ける

せてくれました。このように成長することができ

志をもって、今後の教員生活を過ごしていきたい

たのは、私たちを指導してくださった本教職大学

です。

第 9 回あきたの教師力高度化フォーラムを終えて
学校マネジメントコース
現職院生 1 年次

菊地 良

第 9 回あきたの教師力高度化フォーラムは、現

続いた。それでも教職大学院の現職院生やストマ

職院生やストマス 2 年次にとって、教職大学院で

スから刺激をもらい、少しずつ主体的に動けるよ

研究してきたことを発表する場でもあり、1 年で

うになったのは、もう夏の衣替えが終わった頃だ

一番大きな意味をもつ日となった。

った気がする。

私の研究題は「コミュニティ・スクール（C・S）

本学では、様々な立場の人と出会うことができ

の推進方策～学校運営協議会の活性化を通して～」

る。学内では教授陣をはじめ、常に小・中・高・特

であった。思い起こせば 1 年前、教職大学院への

別支援学校の現職、自分の息子と同じ位の年齢の

入学が決まり、研究テーマを何にするか悩んでい

ストマスがおり、授業では、各種学校や行政機関

たことを思い出す。1 年間現場を離れ、マイペース

を訪問したり、研修に参加したりして、多くの方

で研究ができる機会を得られるとあって、教育現

と関わり合うことができた。このことは私にとっ

場や学校運営上の課題について研究したいと考え

て一番の財産となった。その中で C・S について

ていた。勤務校は C・S として今年度で 3 年目を

の情報も数多く収集することができた。

迎えていたが、学校評議委員会から学校運営協議

フォーラムでの発表は、現職は 4 つの会場に分

会と名称が変わっただけで内容は変わらずにいた。

かれての発表であった。発表はどの会場でも滞り

私自身も現場にいた時は、これでいいのかと思っ

なく行われ、スムーズな運営であった。ストマス 2

ていたが、日々の忙しさに、ただ出席するだけの

年次を中心に細案を立て綿密に準備ができた成果

会議となっていた。
「C・S」っていったい何なのだ

だと思う。

ろう？教職大学院で、まず「基本の基」から始めよ
うと思った。
とは言ったものの、本学での授業や生活になか
なかペースをつかめず、時間だけが過ぎる日々が

最後に、発表まで至ることができたのも、ご指
導いただいた教授の方々、教職大学院の仲間の励
ましのおかげだと感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。

「教職大学院の連携による教員研修の高度化」に関する講話を聞いて
学校マネジメントコース
現職院生 1 年次

伊藤 直人

講師・葛上秀文氏の「答えなき社会へ答えを出

として，教育の質的向上のために，各教員が自身

す教育に必要なことは，学び続けることである」

の達成状況を把握し，教育に対する責任を明示し

という力強い言葉に，教員一人一人の「学ばされ

ている。教員としてのステージ移行を保障する研

る研修」から「学び続ける研修」への意識改革が，

修体系としての活用のみならず，教員の高度化に

今求められていることを感じた。現在，教職員支

向けた研修の見直しに教員育成指標が十分に機能

援機構(ＮＩＴＳ)が実施している中央研修におい

するのではないかと考えた。

ても，教職大学院が掲げている「理論と実践の往

本県においては教職員の高齢化から近々訪れる

還」の基本理念と軌を一にしており，この理念を

大量退職を目前にして，全国でもトップレベルの

踏まえた教員研修の高度化や体系化に向けて，一

教育水準を誇る秋田の教育の実践知を，次の世代

層の充実は欠くことはできない。そして，教職と

の教員にどのように受け継いでいくかが喫緊の課

いう専門的職業人の生涯を通じた資質・能力の向

題となっている。秋田の教育力を継承し，さらに

上が必要であると提言されていた。

発展させるために，教員一人一人がいかにして

かつて教員の養成・採用・研修は，教育委員会及
び教育センターと大学とが，それぞれ独自に行わ

日々の研修を積み重ねるべきかを考えなければな
らないと感じた。

れてきた経緯がある。今後は専門的職業人として
の教員養成の中心として，養成・採用・研修を一体
的にとらえた新たな密接な連携が欠かせないもの
となる。それぞれが実施している研修の共通点を
明確にし，相互の履修経験を互換して蓄積できる
制度設計を行い，教員の専門性の向上を計画的，
組織的に進めていくという方向性が明確に語られ
ていた。
さらに，各自治体で策定した教員育成指標は，
「学び続ける教員の成長のためのスタンダード」

講話の様子

よりどころをつくる
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次
「十字架降架」というタイトルの絵画の多さに

遠藤

史都

し、構図、色、描かれている人物のどれをとっても

驚いたことがある。レンブラント、ルーベンス、ウ

同じものはない。何かを作り出そうとするときに、

ェイデンなど多くの巨匠が、同じくキリストが十

当然よりどころになるものがある。大切なのは、

字架から降ろされている場面を描いている。しか

そのよりどころをそのままにせず活用していくこ

とだろう。秋田県の教師にとって、自己研鑽のよ

先の言葉の通り、指標はあくまでも見当をつける

りどころになるものの一つは「秋田県教員育成指

ためのものであり、それが絶対的な正解ではない

標」である。

ことが分かる。実際は、目の前にいる生徒や地域

令和 2 年 2 月 15 日、秋田大学の 60 周年記念ホ
ールにて葛上秀文氏、坂本寿孝氏、中井淳氏、田仲

の実態、自己の知識・経験などの様々な要素を勘
案する必要がある。

誠祐の 4 名でシンポジウムが行われた。テーマは

では、自分は秋田県教員育成指標をどのように

「教員育成指標の実効性を高める教員研修の在り

捉えるだろうか。まだ指標のなかの養成段階にあ

方」であり、研修講座や校内研修、秋田大学の取り

る私は、この先に求められる力に目を通すと、そ

組みなどの観点から秋田県の実情を明らかになっ

の数の多さやレベルの高さに圧倒されそうになる。

た。

しかし、そのことを知ることができたのは、指標

その中で特に印象に残った言葉がある。
「指標は

というよりどころがあったからだ。まずは、今求

あくまでも指標であり、各々の教師で指標をとら

められる教員としての基礎的素養を目標としつつ、

え直す必要がある」という言葉だ。手元の辞書で

「学び続ける秋田の教師」を目的として、指標を

「指標」という言葉を引いてみると、
「物事の見当

自分なりに咀嚼していきたい。限られた残りの学

をつけるためのめじるし。
」と書いてある。確かに

生生活、やるべきことはまだまだある。

質問をする高橋崚介さん

シンポジウムの様子

あきたをまるごと資源に
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次
ふるさとである秋田にはどんな所があり、どれ
ほどの魅力が溢れているのか。最近はこんな疑問

照井

達也

受講を決意した。以下では授業の内容で特に印象
深かったものが２つについて紹介していく。

を持ちながら大学院の生活を送っていた。そんな

1 つ目は八峰町の巡見である。10 月に行われた

ときに私は大学院の授業の１つである「ふるさと

八峰町巡見はあいにくの雨であったが、それを忘

秋田の教育資源とカリキュラム開発」という授業

れさせてくれるほどたくさんの場所を巡り、たく

があることを知り、秋田について学ぶことができ

さんの魅力を感じることができた。八峰町の海や

る上、自分の疑問を解き明かすいい機会だと思い

山といった大自然を感じることのできるものから、

その自然の恵みであるブリ刺し、白神酵母パン、

授業と連携しているということである。私自身、

山本の日本酒など多くのものに出会い、それぞれ

小学校主免でないためわからなかったが、地域の

の魅力を存分に味わった。秋田の魅力を発見する

会社が地域の学校とも関わっているのだというこ

ためには自分の足で出向き、実際に自分の目で確

とを認識することができた。

認したり、味わったり、触れたりすることが大切

以上 2 つのことがこの講義を通して印象深かっ

であることを学ぶことができたとてもいい機会に

たものである。今回の学びの中から秋田にも素敵

なった。

な場所や様々な魅力がたくさん溢れているという

2 つ目は自身のテーマを決定して調査・発表し

ことを実感することができた。この学びを授業の

たことである。私は地元で高級納豆を作っている

中だけで完結させてしまうのではなく、今後も秋

「二代目福次郎」を調査対象とし、インターネッ

田の中でまだ行ったことのない場所や味わったこ

トを使っての調査をしたり実際に二代目福次郎の

とのないものを求めて、自分の足で秋田の魅力を

社長さんにお話を聞いたりした。この調査を通し

発見していきたい。

て分かったことは、主に小学校の社会科と理科の

「二代目福次郎」の納豆を紹介する照井達也さん

篠原秀一先生にご指導頂く沼田充貴さん

西馬音内盆踊りについて発表する仙道英悦さん

発表後の議論の様子

修了生からのメッセージ
～現職院生２年次～
相原

淳さん

勉強が嫌いだった僕が、大学院で勉強するなん
て想像もしませんでした。

池田

和馬さん

教職大学院での学びは、新たな見方や考え方に
気付き、様々な知見を広げることにつながりまし

勉強が嫌いだった僕が、学ぶことの楽しさ、学

た。そんな貴重な学びができたのは、一緒に学ん

ぶことの大切さを実感することができたのは、丁

だ現職院生と学部卒院生、そして様々な学びを提

寧にご指導くださった先生方、共に学んだ仲間た

供してくれた大学院の先生方のおかげです。ここ

ち、そして快く大学院に送り出してくれた家族の

での学びを学校現場で生かし、今後も学び続ける

おかげだと思っています。

教員でありたいと思います。ありがとうございま

大学院での学びを今後の教員生活に活かし、学

した。

ぶことの楽しさと大切さを子どもたちに伝えてい
けるよう頑張ります。

齊藤

徹さん

皆さんと共に学んだ時間は、とても貴重なもの
阿部

匠さん

でした。小・中・高・特支とそれぞれ違った分野の

経験豊富な大学の先生方の下、様々な校種や年

知識を持ち寄り、研修し合うことで多くの学びを

代の皆さんと「主体的・対話的で深い学び」を積み

得ることができました。いつも新鮮な考えを提案

重ねた１年目。特に富山でのキャリア教育研修や

してくれるストマスの皆さん、様々な授業や実習

宮教大付属小での公開授業は、意義深い経験でし

を経験させてくださった先生方にも本当に感謝し

た。
「振り返り」の追究に邁進した２年目。たくさ

ております。この２年間を今後の教員生活に生か

んの人の教えの中から得た物は大きかったと思い

して行きたいと思います。本当にありがとうござ

ます。ここに来て本当によかったと感じています。

いました。

いくつになっても、学び続けることは大事なのだ
とつくづく思います。ありがとうございました。

佐藤

寿美恵さん

大学院で様々な貴重な経験をすることで、これ
までがむしゃらに頑張ってきた日々を見つめ直し、
整理することができました。たくさんの仲間との
出会い、先生方との出会いは人生の宝物です。大
学院での学びをこれからの毎日の子どもたちの笑
顔につなげていきます。

現職院生２年次集合写真

柴田

恵子さん

間を通して，学び得た財産を今後の教職生活にし

教職大学院で学ばせていただいた２年間は，自

っかりとつなげていくとともに，これからも生徒

分自身の新たな知見を広げることができた大変貴

たちと一緒に，
『志高く，学び続ける教師』を目指

重な機会となりました。これまで私を支えてくだ

したいと思います。本当にありがとうございまし

さった先生方をはじめ，現職院生の皆さん，学部

た。

卒院生の皆さん，本当にお世話になりました。2 年

修了生からのメッセージ
～現職院生１年次～
伊藤

直人さん

加賀谷

武英さん

１年間という限られた大学院生活の中で，
「一番

一年間の短い大学院生活でしたが、中学校教員

の収穫は？」と問われたら…懇切丁寧に指導して

とは違う時間の流れの中にも内容は濃厚であり、

くださった教授陣はじめ，様々な地域・他校種の

学校現場とは違った学びを日々積み重ねることが

現職院生や学部卒院生等との「つながり」を一番

できました。また、学生時代を思い出しながらリ

に挙げたい。また，宮城県内の被災地を巡り心揺

フレッシュする機会ともなりました。宮城県研修

さぶられた研修旅行や，県内各地の学校・教育機

旅行での被災地訪問や、様々な教育機関・施設訪

関への訪問は，とても貴重な学びとなった。この

問などの貴重な体験と、主体的・対話的で深い学

ような機会と時間をもてたこと，出会った全ての

びの実践経験を現場で活かしたいと思います。先

人たちに感謝したい。ありがとうございました！

生方、院生の皆様ありがとうございました。

大山

正道さん

まずはこれまで教え導いてくださいました研究
科長の佐藤修司先生、専攻長の佐藤学先生、コー
ス長の鎌田信先生をはじめとした諸先生方、誠に
ありがとうございます。丁寧で情熱的なご指導に
対し、深く感謝申し上げます。そして、１年間学び
を共にした現職並びにストマスのみなさん、毎日
が刺激的かつ新鮮で、そして宝物のような日々で
した。ありがとうございました。それぞれ進む道
は異なりますが、お互いにがんばりましょう

現職院生１年次集合写真

菊地

良さん

仙道

英悦さん

管理職として必要な知見やものの見方など、多

ご指導いただいた先生方、現職院生の皆さん、

岐にわたり教えて頂きました。現場ではなかなか

ストレートマスターの皆さんのおかげで充実した

学ぶことができないだろうということが多く、充

一年を送ることができました。現場では到底でき

実した一年を送ることができました。また、教職

ないような貴重な研修の機会をいただき、本当に

大学院で過ごした人とのつながりは、何ものにも

感謝でいっぱいです。異なる年齢の皆さんや異校

代えがたいものとなりました。この一年で得たも

種の先生方との学びを通し、改めて「学校とは？」

の、人とのつながりに感謝し、学んだことを現場

「組織とは？」といったことを見直すことができ

で実践していくことで更にステップアップしてい

ました。
「授業がしたい」という思いを再確認でき

きたいと思います。一年間本当にありがとうござ

たことも大きな収穫です。本当にありがとうござ

いました

いました。

齊藤

橘

雅子さん

不安と共に始まった大学院での生活でしたが、

義憲さん
新型コロナウィルスによる世界的な混乱。全く

今は「私って強運の持ち主かも」と思うようにな

もって予測困難な時代を実感した。この１年間は、

りました。理由は、まず大学院で様々な理論や実

校種や年齢の違う皆さんとともに過ごす日々が学

践を学べたこと。この１年間が無ければ永遠に知

びの毎日であった。講義では組織マネジメントや

らなかったような知識に触れることができました。

法令など自分だけでは、なかなか学べないことや

また秋田南高校で送り出した卒業生たちの成長し

最新の課題についても学ぶことができた。大学院

た姿が見られたことも、心の支えになりました。

での学びを予測困難な時代を生きる生徒たちのた

なかなかできる経験ではありません。そんな学生

めに還元していきたい。関わっていただいたすべ

生活を送れたことに、今、心から感謝しています。

ての皆様に感謝いたします。

佐藤

時田

忠浩さん

航さん

普段の業務では得ることができない貴重な学び

院生＋保護者という特殊な形で、教職大学院で

とともに、他校種の先生方、元気な学部卒院生の

学ぶことができたことはとても貴重かつ幸運で、

皆さんとのたくさんの交流と学び合い、大学の先

かけがえのないものとなりました。丁寧にご指導

生方との出会いが何よりの財産になりました。1 年

くださった先生方、共に学んだ現職員生、学部卒

間現場を離れ、教職大学院で学ぶ機会を与えてい

院生の方々のおかげであり、心から感謝しており

ただきました。この学びを現場で生かせるよう、

ます。この一年間の学びを、今後の生活で発揮し

さらに学びを深めていきたいと思います。また皆

ていきたいと思います。一年間本当にありがとう

さんに会えることを楽しみにしながらがんばって

ございました。

いきます

三浦

和義さん

できました。様々な不安の中、スタートした大学

これまでの実践を振り返りながら、現場とは異

院生活でしたが、一生忘れられない１年間になり

なる視点から、先生方や共に学修した皆さんとの

ました。皆さん、大変お世話になりました。そし

関わりを通して、新たな学びを数多く得ることが

て、ありがとうございました。

修了生からのメッセージ
～学部卒院生２年次～
稲継

大輝さん

大学院では学部卒生の仲間をはじめ、現職の先

澤木

瑛保さん

生方、実習先の先生方、そして何より大学の教授

教職大学院での２年間は学部卒院生、現職の先

方に大変支えていただき、卒業することができま

生方、教授の方々に支えられ、みなさんとの関わ

した。まだまだ教師としても人間としても未熟者

りを通して、見識を深めるとともに自己を見つめ

ですが、ここで得た経験を基に子どもたちと向き

直すことができました。ここで学んだことを生か

合い続ける大人であろうと思います。

して、今後も学び続ける姿勢を常に持ち続けて自

本当にありがとうございました。

己研鑽に励みます。２年間、本当にありがとうご
ざいました。

佐々木

浩子さん

大学院での 2 年間は、あっという間でした。1 年

鈴木

公貴さん

目は授業を受けながら、改めて授業や教材研究、

理論と実践の往還を目指して取り組んできた時

学び続ける教師について考え、2 年目は実習校の

間は，かけがえのない学びを得ることができまし

実態と向き合いながら授業づくりや研究授業に励

た。大学院で過ごした時間をこれからに繋げて参

みました。他校種他教科の現職院生の先生方やセ

ります。大学の先生方，現職院生の先生方，学部卒

ンターの先生方、実習校の先生方から学んだこと

院生の先輩方，同級生，後輩の皆さん，関わりのあ

を活かし、これから出会う生徒たちと共に、様々

る全ての皆さんに心より感謝申し上げます。本当

なことにチャレンジしたいと思います。ありがと

にありがとうございました。これからもどうぞよ

うございました！

ろしくお願いいたします。

佐藤

将太郎さん

様々な講義やインターンシップ、実践報告書作
成など、貴重な大学院での学びをもとに、秋田県
の教育を担う歯車の一部になれるよう、これから
も日々自己研鑽に励んでいこうと思います。
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！2 年間ありがとうございまし
た！

学部卒院生２年次集合写真

高橋

崚介さん

長谷川

いずもさん

人は三度死ぬ。命を落とした時。人に忘れられ

私は大学院の学びを通して成長することができ

た時。そして、考えるのをやめた時。人は考えるの

ました。専門である理科はもちろんのこと，学校

を止めると、生きながらに死んでしまうと、僕は

現場についてなど，様々な出会いや経験によって

考えます。
”the living dead”には自分を見失った

私の世界が広がりました。心から恵まれた，学ん

人々という意味があり、そして人間は「考える葦」

だ，楽しかったと思える 2 年間でした。最後まで

である。

落ち着きのない私を応援してくださった皆様には

僕は考える。考え続け、そして生きます。そし

心より感謝申し上げます。共に過ごした日々を忘

て、誰かに覚えていてもらえたら一度しか死なな

れずに頑張っていきます。まずは笑い声が轟くこ

いでしょう。

とでしょう。

「全くいい人生だった」そう言えることを願い
ます。

照井

佳那子さん

山口

裕平さん

「教師は朝のような心で」入学後オリエンテー

秋田で過ごした６年間。皆さんと学ぶことがで

ションである先生が仰った言葉。初めは綺麗ごと

きたこと，皆さんと出会えたこと。すべてに感謝

のようで、好きではなかったけれど、妙に心に残

の気持ちでいっぱいです。工学部から教職大学院

った言葉でした。それから二年、どんなに自信が

に来て，初めて知ることだらけで大変貴重な学び

無くても、嫌なことがあっても、生徒の前に立つ

となりました。ここでの学びと出会いを自信と誇

ことが教師の責任とプライドだと学びました。
「教

りにし，今後も精進していきます。またいつか，皆

師は朝のような心で」毎日自らを奮い立たせるの

さんと笑顔でお酒を酌み交わせる日が来ますよう

だと思います。朝のような心で、顔を上げ、来年度

に･･･。本当にありがとうございました。今後もよ

から頑張ります。皆様ありがとうございました

ろしくお願いします。

時田

渡辺

紘志さん

雄介さん

よい場所に身を置き、よい先生方や院生の仲間

１年次では，個性豊かな同期と出会い，共に教

に恵まれて、教員として高い志をもつようになっ

育分野への理解を深めることができました。教員

た感謝感激の２年間でした。みなさんと出会った

採用試験の際は，同じ院生室の方々にたくさん支

ご縁を忘れずに、子どもたちに寄り添いながら全

えていただきました。

力で教職に努めます。

２年次では，学会発表も行い，研究を深められ
ました。附属小学校での講師としての勤務も行い，
教育の奥深さを感じました。
教職大学院の皆様のおかげで２年間を有意義に
過ごすことができました。ありがとうございまし
た。

１～３月の行事一覧
２０２０年

１月

７日（火） 研究概要発表会

１月 １０日（金） 道徳教育パワーアップ協議会
２月

４日（火） 教職実践オープンリフレクション事前発表会

２月

６日（木）
・７日（金） 秋田県教育研究発表会

２月 １４日（金）
・１５日（土） 教職実践オープンリフレクション
３月 ２４日（火） 学位記等伝達
４月以降の行事について
新型コロナウイルスの影響で在学生ガイダンス等各行事の中止や授業開始日も延期となっています。
授業は連休明けから、web 授業にて行う方向で検討しています。大学ホームページ、ａ・ｎｅｔにて情報
発信をしておりますので、毎日必ず確認してください。

