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令和２年度、新たなメンバーを迎え教職大学院始動！ 

 

 今年度は、現職院生９名、学部卒院生 11名の新たな仲間を迎え、教職大学院での学びを深めています。

現状としては、コロナ禍にあるため zoomを通じて教育に関する議論を展開し教師力の向上を目指す生活

を送っています。例年のように、教育文化学部４号館１階にある院生室に集まり、院生同士が実際に顔を

合わせて学び合えるようになる日を心待ちにしています。 

 

◇現職院生 

伊藤 充敏さん … 「リンゴが落ちた！」と騒ぎ立てるのではなく 

「なぜリンゴが落ちたのだろう？」と考える人になりたい。 

小熊 大樹さん … 階前の梧葉、已に秋声。常に危機感をもって頑張ります！ 

小野 直子さん … たくさん吸収して、咀嚼して、成長できるように頑張ります 

川俣  玲さん … 汝自身を知れ 

小坂 美和さん … 皆さんと語り合い、たくさんのことを吸収する１年にしたいです。 

小玉 幸子さん … 大きく心開いて学びます。レッツ インプット！ 

佐々木史子さん … 笑う門には福来たる！大変なときこそ笑顔で乗り切ります 

鈴木 達哉さん … 明日は明日の風が吹く 

藤原 暁人さん … "No Pain! No Gain!" 頑張ります。 

 

 

◇学部卒院生２年次 

飯澤 玲央さん … 油断せず行こう 

遠藤 史都さん … 美味しいものを誰かに奢ってもらえる人間になる。 

照井 達也さん … 全集中 知の呼吸 終ノ型 常鍛極道 

沼田 充貴さん … It’s a piece of cake 

本田 和也さん … ICTならお任せを！ 

 

◇学部卒院生１年次 

伊藤真里奈さん … よく学び、よく食べ、よく寝る 

大関 隆貴さん … 目は高く、頭は低く、心は広く。一所懸命がんばります。 

小野 彰斗さん … 変わり続けることを変えず、作り続けることをやめない 

工藤 唯花さん … 実りある１年に！ただし、キャパオーバーには気をつけて… 



佐藤 大星さん … 「試行錯誤」たくさん失敗して少しでも成長したいです 

清水 里沙さん … 笑顔と健康を大事に頑張ります！ 

庄司  航さん … 意思あるところに道は拓ける 

相馬 舜平さん … 継続は力なり 

髙橋 海渡さん … 文酒の両立 

新山壮一朗さん … 日進月歩。日々とどまることなく成長していきます！ 

三保  翔さん … 好きこそものの上手なれ 何事も楽しんで取り組んでいきたい！ 

 

 

ポストコロナ社会の教育を考えよう 

教職実践専攻長（教職大学院） 

                                    教授  鎌田 信 

 

新型コロナウィルスは全世界にその猛威を振る

い、今なお予断を許さない状況にあります。これ

までの生活から否応なしに生活様式の変革が求め

られ、人との一定距離を保つ生活やマスクの着用、

自粛生活、消毒意識の高揚など大きな変化をもた

らしています。各大学においてはキャンパスの閉

鎖による登校停止が続き、対面授業の代替措置と

して遠隔授業がはじまり急速に拡大していきまし

た。 

 本学においても遠隔授業の実施が決定し、スタ

ッフ陣の素早い対応と献身的な努力、そして教員

陣の集中的な研修の積み重ねにより、遠隔授業が

開始され現在に至っています。簡単にはできない

と思われていた遠隔授業でしたが、学生側の対応

能力の高さもあり予想以上に順調な経過を辿って

います。コロナ禍にあって大学における遠隔授業

は一気に加速し、今では日常にまでなりつつあり

ます。また、課題はあるものの思った以上に様々

な活用方法があることが分かってきたことも事実

です。学校現場においても断片的にではあるもの

の遠隔授業が実施され現実の身近なものとして認

識されてきています。さらには教員のリモートワ

ークについての意識も高くなってきていると聞き

ます。 

さて、問題は今後これらの経験を非常時におけ

る一対応と捉えるのか、今後の教育の在り方や教

員の働き方改革の一つとして捉えるのかというこ

とです。ポストコロナ社会の教育現場を考える時、

非常時の一手段から一歩前進して積極的な活用方

法を検討する必要はないでしょうか。今後到来す

る society5.0 時代を見据えたＩＣＴ教育推進の好

機でもあります。 

教職大学院の使命の一つは教育に関わる理論と

実践の往還を通じて学校現場から課題を抽出し多

様な人々と連携協働しながら組織的に課題解決出

来る人材の養成にあります。教職大学院生諸氏に

は今のこの状況を的確に捉え、常に先を見据えた

新しい教育に挑戦出来る教員となって欲しいもの

です。 

 
遠隔授業の様子 

 



「師の思い出２」 

教職実践専攻（教職大学院） 

 特別教授  秋元 卓也 

 

「秋田大学教育学研究科教科教育専攻理科教育

専修」に在籍し、第一期生として 1991 年 3 月に修

了しました。30 歳になった頃です。 

同所性を示す草原性鳥類 Emberiza（ホオジロ属）

3 種の繁殖期における動物社会学的関係性の一端

を明らかにしようという研究テーマをもっていま

した。 

 学問的な成果については、自慢して言えるほど

のものはありません。しかし、昨年度の「暁鐘の

音」にも書いたのですが、人をその気にさせる、

もしかしたら自分にもやれるのではないかと思わ

せてくれる O 先生の課題提示の仕方に出会うこ

とができました。貴重な体験でした。 

やる気は工夫と根気を生みます。ドローンのな

かった時代、ラジコン飛行機にカメラを仕込んで

巣の位置関係を記録しましたが、水路に不時着と

いう敢無い結果に涙。風の入らない背丈以上の葦

原の中、気温は 37.7 度。倒れ込みながらも巣立

ちの記録はカメラに収めました。（決して褒めら

れたことではありません。）   

些少なりとも自分の姿勢に工夫と根気が感じら

れたことは、その後の大きな励みとなったのでし

た。 

 

 

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  藤原 暁人 

 

 新型コロナウイルスの影響により入学式は中止となり、入学した実感がないままのスタートとなりま

した。ゴールデンウィーク明けにようやく授業が始まりましたが、オンラインでの授業でした。この３か

月間、慣れないオンライン授業、今までよりも長い通勤時間、各授業から出される多くの課題と、頭も体

もフル回転の日々でした。これまでも週末は部活動指導がありましたが、平日の夜も週末もパソコンに

向かっている姿は３月までは想像していませんでした。 

 教職大学院の特徴として、理論と実践の往還があげられます。これまでの教員生活で経験は積んでき

たつもりですが、これに裏付けとなる理論をしっかりと身に付け、さらに実践力に磨きをかけたいと思

います。経験上知っていると思っていたことが、その背景や理論を知ることにより理解が深まっていく

のを実感できています。もうひとつの特徴は、現職教員院生と学部卒院生がともに学ぶことです。残念な

がら新型コロナウイルスの影響で直接会うことはありませんが、オンライン授業で一緒に協議し、現職

教員院生からは学校現場での実践を伝え、学部卒院生からは若さとパワー、新しい発想や刺激をもらっ

ています。 

 授業は教科指導に関するものから学校経営に関するものまで多岐にわたりますが、自分にとっては特

オオジュリン (「かべかぶり」の呼び名も ) 



別支援教育に関する授業が初めて学ぶ内容が多く、興味を持って臨んでいます。今まで様々な学校に勤

務しましたが、通常の学級に在籍していても特別な配慮を必要とする生徒が増えてきていると感じてい

ます。理論と実践をしっかり身に付けて学校現場で還元したいと思います。 

 後期からは通常授業となり、学部卒院生と一緒に学べることを願っています。よく生徒に「何かを得る

ためには痛みや苦しみを伴うものだ」と言っていますが、今は自分に言い聞かせて頑張っています。No 

Pain, No Gain. 

 

 

日常がもどりますように 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生２年次  遠藤 史都 

 

 ５月３日の読売新聞の「コボちゃん」が印象的だった。コボちゃんが向かいに立った鯉のぼりを見なが

ら、「ことしはとくにいいね。マスクをしない大きな口でおもいきり五月の風をすいこむことが。」とつぶ

やいていた。 

 本当に鯉のぼりがうらやましくなるほど、今年の春は自粛ばかりであった。大学院に行くこともでき

ず、できることは自宅での文献調査くらいだった。落ち着いて自分の勉強をする時間が増えた一方、息抜

きに趣味に費やす時間も増えた。 

私は趣味で俳句を作っている。この５月にも「第三十回 俳人協会秋田県支部 俳句大会」が催されてい

た。もちろん、人が集まって行うことはできないため、手紙で俳句を投稿し、結果も郵送で知らされるこ

とになった。先日、ちょうど結果が届いたのだが、ありがたいことに一人の選者の先生から佳作をいただ

いた。その俳句がこれだ。 

 

しやぼん玉素敵な嘘をつくやうに 

  

はじめに春の季語であるしゃぼん玉を使おうと決めた。それから、これまで見てきたしゃぼん玉を想像

してみた。すると、想像するほどにしゃぼん玉のきれいな色や、重力に関係がないような軽さが嘘のよう

に思えてきた。今思うと、外で元気に飛ばすはずのしゃぼん玉でさえ、自粛ばかりのせいで手の届かない

もののように感じていたのかもしれない。鯉のぼりみたいに口を開けられないことを羨むように、普通

のことを普通に感じられなくなっている。 

それから、佳作をいただいたことを伝えるため、父にメールを送ってみると、次のような返信があっ

た。「シャボン玉みたいな素敵な嘘は、バレても幸せそうですね。」なるほど、そういう捉え方もできるの

かと思った。確かにしゃぼん玉はとばすことだけでなく、割れることも楽しい。早く、外でしゃぼん玉を

とばし、当たり前のように割れるような日常が戻ってきてほしい。 

 

 

 

 



講義紹介「学校教育の現代的課題」 

カリキュラム・授業開発コース 

 学部卒院生１年次  伊藤 真里奈 

 

 「2011 年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの 65%は、大学卒業時に今は存在していない職

業に就くだろう」。これは、ニューヨーク市立大学教授のキャシー・デビッドソンが予測したものであり、

ご存知の方が多数かと思います。この予測では「アメリカ」と述べられていますが、同じ先進国として日

本に置き換えて考えることができると考えます。人工知能に負けない子どもたちを育てる、とよく言わ

れ、予測できない未来を生きる子どもたちを育てていくために教育者ができることは何かを、毎回の講

義で意識しながら受けています。 

 感染症のため前期の現在の講義は ZOOM を介して受けており、この授業では主に事前に講義動画を観

て、事前レポートを作成しておき、実際の講義時間はグループ討議が中心となっています。私のグループ

は西馬音内盆踊りチームで、現職の先生方 3 名と学部卒院生 3 名で構成されています。講義を通して自

身の経験を振り返る機会が多くありますが、毎回感じているのは現場の厳しさです。実際の現場を経験

していない学部卒院生にとって、現職の先生方から聞くことができる経験談や現場の状況は非常に興味

深く参考になり、改めて自身の知識の薄さを痛感します。一つ残念なことは、学校に直接行くことは認め

られていないため、話を深く伺いたくてもできないことです。少しでも早く入校可能になればと思いま

す。 

 本講義では、様々なデータをもとに変化していく状況を読み取ったり、今後の教育の在り方を考えた

り、学部生時代よりも理論を深く学んでいると強く感じています。大学院は「理論と実践の往還」をする

場とよく言われており、講義で習得した理論を今後の実習や卒業後の教員生活で実践に生かしたいと思

います。子どもたちと共に成長し続ける姿勢を忘れず、教育の未来について現実的に考え、知識を充実さ

せることで、予測できない未来に希望を持つことができる子どもを育てるための有意義な時間にしてい

きます。 

 

 

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  工藤 唯花 

 

今年度の前期実習は、コロナウイルス感染拡大防止のため、ZOOM にて行われることとなりました。

例年と異なり、子どもたちの学ぶ姿や、学校園の様子を見ることはできませんでしたが、講話やグループ

協議を通して、自らの教育観を深めるヒントを沢山得ることができました。 

 実習は、附属四校園ごとに行われ、午前中に附属四校園の副校長先生や主幹教諭の先生による講話と

グループ協議を行い、午後にコースや学年ごとに分かれてさらに協議を行いました。午前の講話・グルー

プ協議・午後のグループ協議それぞれの気付きや学びについて記述したいと思います。 

 まず、午前の講話では、附属四校園の特色や取り組みと、先生方の教育への意識や願いを知ることがで

きました。先生方の意識や願いがどのような取り組みにつながっているのかを知ることで、それらの取



り組みの意義をより理解することができました。 

 次に、午前のグループ協議では、附属四校園の先生方が提示した協議題について、５人程度のグルー

プに分かれて協議を行いました。協議題は、「新しい生活様式を取り入れながら主体的・対話的で深い

学びを行うための方策・工夫」など、附属四校園が「今、向き合っている課題」についてでした。明確

な答えのない課題について協議を行う中で様々な意見を出し合い、視点を増やすことができました。こ

のように、現場で直面している課題について多様に検討し、向き合っていくことも、私達に期待されて

いる役割ではないかと感じました。これからも、意識的にこうした課題と向き合い、意見交流を行って

いきたいと思います。 

 そして、午後のリフレクションでは、午前の協議を踏まえて、さらに発展的に考えたり、改めて言葉の

意味や活動の意義を考えたりしました。先生方の助言をいただきながら、ストマス１年次同士でじっく

りと話し合うことは、とても価値のある時間でした。 

 最後に、大変お忙しい中、貴重な講話をしてくださった附属四校園の副校長先生・主幹教諭の先生、省

察コーディネーターをはじめとするセンターの先生方、共に協議し教育観を深めてくれた院生の皆様に

感謝いたします。 

 

 

研究構想発表会を終えて 

カリキュラム・授業開発コース 

学部卒院生２年次  沼田 充貴 

 

令和２年５月 26 日、ZOOM を利用した研究構想発表会が行われました。現職院生１年次と学部卒院

生２年次が各々の研究主題に沿って今年一年間どのように研究を進めていくのかを発表しました。例年

であれば、実習校の実態も踏まえた実践の計画等も発表内容に含まれます。しかし、今年度はコロナ禍で

実習校を訪れることができていない状況にあります。こうした状況下でも質疑応答を通して、「理論と実

践の往還」の中でも「理論」における討議が実りあるものとなったのは勿論のこと、「実践」における見

通しも少し持つことができました。 

私の研究テーマは、現時点で「社会参加意欲を醸成する小学校社会科授業の在り方」です。内閣府「平

成 30 年度我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」を見ると、「社会をよりよくするため、私は社会

における問題の解決に関与したい」等の社会参加に関連した質問に対する日本の若者の積極的な回答が

他国に比べて少ないのは一目瞭然となっています。この調査の対象者は、各国の満 13 歳から 29 歳の男

女です。小学校段階から社会参加意欲の醸成を意識した授業を展開する必要があります。 

社会参加とは一体何でしょうか。今の世界の状況と照らし合わせて考えていきましょう。例えば、山梨

県の中学１年生女子がこれまで使わずに貯めてきたお年玉を使って材料を購入し、自作したマスク 600

枚を県に寄付したというニュースがあります。マスクは高齢者施設や児童養護施設に配布されました。

世界や日本、自らの地域でも起こっている問題を批判的に捉え、自ら出来ることを判断し、問題を解決す

るために動いた女子生徒の行動は「地域」という大規模な枠組みでの社会参加に当たります。ひょっとす

ると、我々のような山梨県外の人間に対しても感銘を与えているのだから「地域」という枠組み以上の社

会参加と言えるかもしれません。では、もっと小さい枠組みの社会参加についてです。コロナ禍では、自



粛することも社会参加と言えるのではないでしょうか。社会の問題を批判的に捉え、自分に出来ること

を判断し、問題を解決するために市民の一員として自粛をしているのですから「個人」という枠組みでの

社会参加に当たると私は考えています。 

民主主義では、市民一人一人が社会に参加する資質・能力を求められます。教師として、その資質・能

力を育てる授業を展開できるよう、今年度の研究に注力したいと思います。 

 

 

 

 

 

今後の予定一覧 

 

８月 18 日（火） 後期実習に向けて（10:00~12:00）午後個別リフレクション 

９月 24 日頃〜  ストマス集中実習 

９月 26 日（土） 大学院入試 

９月 27 日（日） 教師力高度化フォーラム 

９月 29 日（火） 「今年度の研究計画・中間報告」の発表会（10:00~16:30） 

今年度の計画…１年次 SM、中間報告…２年次 SM、１年次現職院⽣ 

10 月 17 日（土）（予定） ふるさと秋田の教育資源とカリキュラム開発巡検 

10 月 29 日（木）〜30 日（金）（予定） 研修旅行：1 泊２日に変更（県内） 

 

 

 

 

 

 

 

 


