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コロナ後の世界を見据えて
教職実践専攻（教職大学院）
教授
10 月から、待ちに待った対面授業となりまし

田仲

誠祐

性が広がります。第二に、工夫次第では充実した

た。直径 1000km 級の大型台風も、わずか

相互作用が可能です。学生の感想でも、
「相手意識

100nm（ナノメートル）のウイルスも、人類に

が高まり集中できる」「集団の圧力が薄い」「対面

とって大きな脅威です。ただ、前者が（地球的規模

よりも焦点化した意見交換が可能」
「資料を効果的

でみると）局所的なのに対し、目に見えない後者が

に提示して説明できる」のように、プラス面のも

これほどまで完璧に世界の様相を変えてしまったこ

のが多数あります。私自身、資料等の準備、学生理

とには驚きです。今、社会が経済活動の方向に動き

解，雰囲気に依存しない明瞭な伝え方等で、以前

始めたとはいえ、すべてが元に戻るものではありま

よりもさらに細かく心配りするようになったと実

せん。教育界でも大きな変化があるでしょう。特

感しています。

に、ICTの捉え方については、コロナ禍を経て大き
な転換点を迎えたのではないでしょうか。

もちろん、遠隔授業では学生の心理面や人間関
係の構築等で、留意すべき点もあります。対面授

この 4 月までは、私は、学校教育の本丸ともい

業と遠隔授業は二者択一のものではありません。

える授業を遠隔で行うことについて懐疑的でした。

これからは対面授業を基本としつつも、ICT の効

教育では同一の空間を共有する空気感こそが重要

果的活用が益々求められることになるでしょう。

だと考えていたのです。ところが、
（やむを得ず）

コロナ後の変化は社会全般にも及びます。満員電

ZOOM で遠隔授業を実施して間もなく、ICT はこ

車で会社に行かなければ仕事ができないという前

れからの授業を変えうると直感しました。第一に、

提はほぼ崩れつつあります。東京にいなくても、

学校がもつ空間的・時間的制約を大幅に解消しま

地方でも本社勤務が十分可能な時代になるでしょ

す。いつでも、どこでも授業が可能です。海外の著

う。教育だけでなくあらゆる点で、
「令和は、秋田

名な専門家の話を聞いたり、他の教職大学院と交

から発信できる時代になる」ことをコロナウイル

流したりするなど、新しい発想による授業の可能

スは教えてくれたのかもしれません。

水の大切さ・有り難さ
教職実践専攻（教職大学院）
教授

栗林

守

現在の学生のみなさん（学部生も院生も）は総

これなら社会に出て立派に活躍できる人たちにな

じて昔（我々が学生の頃）よりも遙かに立派です。

るだろうと期待しています。頑張ってください。

さて、私は美郷町六郷という所に住んでいるの

やがて、電気で動くポン

ですが、我が家には上水道がきていないため、地

プが利用できるようにな

下水をくみ上げて生活用水として利用しています。

ってずいぶんと楽になり

さぞ人里離れた場所で不自由な暮らしを強いられ

ました。ところが、我が家

ていると感じる人もいるかもしれませんね。暮ら

の住宅事情が悪くて隙間

している場所は商店や住宅が広がる比較的町の中

風がびゅうびゅう吹き込

心に近いところです。そもそも美郷町には町全体

む家でしたから、真冬には家の中にある蛇口や水

をカバーするような大規模な上水道がない（簡易

道管でさえ凍結してしまい、昼近くにならないと

水道なるものは整備されている地域はありますが）

水が出なくて困ったものでした。そんなことを思

のです。昔からこの地域では清水の湧き出ている

い出してしまいます。水温は年間を通じて 13℃前

ところが何カ所もあり、数メートルも地下を掘れ

後ですから、人々の生活にとっては、夏は冷たく

ば地下水脈にあたる（現在は水位が下がってしま

冬は温かいという大変ありがたいものです。東日

って我が家では 20 数ｍボーリングしていますが）

本大震災のときには【停電＝水が出ない】という

ような地域でしたから、どの家も地下水をポンプ

ことで大変困りました。町のあちらこちらに自然

でくみ上げて生活しています。私の子供の頃には

と水が湧き出る清水の水を汲んでくればなんとか

その揚水ポンプすらなく、手押しポンプを使って

なりますが、ポリタンクに入れた水の重いことや

いました。洗面から炊事、洗濯、風呂など手押しポ

タンク１～２個の水はあっという間になくなって

ンプを押しての水ですから、その労力は大変なも

しまうことで、またもや水の有り難みを感じる機

のなのです。

会となってしまいました。

宮城教育大学大学院との院生交流会に参加して
学校マネジメントコース
現職院生１年次
２０２０年９月１１日（金）、オンライン（ズー
ム）にて、秋田大学９名、宮城教育大学１３名の合

川俣 玲

ることは叶わず、ズームを利用しての画面越しで
の交流会となった。

計２２名で教職大学院院生交流会が開催された。

当日は午前中の実施であった。ズームを使用し

昨年度は宮城教育大学に赴き、両大学院合わせて

ての開催ということでネット環境など不安な要素

６９名（秋田大学２７名・宮城教育大学４２名、大

があったが、全員が無事に参加することができた。

学教員を含む）が参加して、
「秋田の授業力向上に

会の流れとしては、はじめに開会行事としてオリ

ついて」や「大川小学校・戸倉小学校訪問から学ん

エンテーション、宮城教育大学教職大学院代表者

だこと」についての発表を通じた交流会、情報交

からの挨拶があり、その後ブレイクアウトセッシ

換会、懇親会が行われ、直接的なコミュニケーシ

ョンで校種ごとの６つのグループに分かれ、それ

ョンをとりながらの交流会が行われたが、今年度

ぞれのグループで校種に関する話題や研究テーマ

はコロナの影響から直接顔を合わせながら交流す

などについて協議・情報交換を行った。

自分は高校所属の４名（秋田大学２名、宮教２
名）でグループ協議・情報交換を行った。企業との
連携や探究活動、校内組織のあり方についてなど、

を抱えている、ということを知ることができたの
は大きな収穫であったと感じている。
閉会行事では、秋田大学教職大学院代表者から

それぞれの研究テーマに関する話題で話が尽きる

全体のまとめと挨拶がなされたが、会が有意義な

ことがなく、あっという間に８０分ほどの時間が

時間となり、成功裏に終わったことを示すもので

過ぎた。同じ校種の他県の先生方と情報交換を行

あった。後日まとめられた感想からは、次のよう

う機会というのはあまりなかったので、大変貴重

な意見が見られ、参加者それぞれが様々な学びを

で、有意義な時間であった。また、この交流を通し

得ることができたことがうかがえる。

て、県や所属する高校は違っても同じような悩み
【感想の一部を抜粋】
自身の研究に関連した研究テーマのグルーピングだったからこそ、充実したグループ討議ができたと
思います。校内研修も同様ですが、やはり「共通の話題」や「共通の視点」が大切だと思いました。宮城
県の学校の取組も参考にしながら、自身の研究の考察を深めていきたいと思います。本日は、誠にありが
とうございました。
大学院で学ぶ現職教員という同じ立場で，大変和やかにお話しすることができました。初めて顔を合
わせたとは思えないほど話が弾みました。堅苦しくない会であることがよい方向に作用したと思いま
す。
第２回があってもいいかもと思いました。今度は，教育現場の共通課題について話し合うのもいいか
もと思いました。

今回のズームでの交流会を経験して、お互いの

このような形でも交流会を実施できたということ

顔を見て直接コミュニケーションをとりながら情

は大変意義深かったと感じる。ここでの経験や情

報交換や意見交換をするのがベターではあるとは

報を各々が振り返り、深めることでさらなる成長

思うが、コロナの影響から様々なイベントが中止

につなげていきたい。

に追い込まれていることを考えると、ゼロよりは
教職実践インターンシップⅡ
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生２年次

飯澤

玲央

インターンシップ実習Ⅱはカリキュラム・授業

私は、本実習を行うにあたって、１つの目標を

開発コースの 2 年次が秋田市内協力校で年間 30

立てました。それは、指示がある前に自分から聞

日以上実習することができる、秋田大学教職大学

いたり動いたりするということです。当たり前と

院の特徴的なカリキュラムの一つです。本実習は

言えば当たり前のことですが、これまでの実習で

目的が大きく 2 つあります。１つは、学校現場で

は、配属学級の学級担任に「～してもらっていい

組織の一員として働くことができるような教師力

ですか？」
「～お願いしてもいいですか？」といっ

の向上です。もう１つは、１年次からの課題研究

た、指示があってから動くことが多くあり、私は

について、検証授業を行うことです。

できていませんでした。来年度から学校現場で学

校の組織の一員となる身として、自分で判断し、

まったり、その後の自分の行動を決定できなかっ

行動することができる教員となるためにこのよう

たりします。実習中に自分から行動できたことも

な目標を立てました。

ありますが、全てできたというわけではないので、

この目標を達成するために、
「観て、考える」と

引き続き心がけ、習慣化していきたいと思います。

いうことを意識するようになりました。なぜなら、

「人間は、考える葦である。」これは、私が好き

教師や児童の１つ１つの仕草や言葉には理由や意

な言葉の１つです。自分で考えて手にした答えは

図があるからです。児童の言動を観て、なぜその

決して忘れません。私自身が考えることはもちろ

言動をとったのかを考え、教師が自身の行動を決

んですが、すぐに答えを教えるのではなく、児童

めていくという過程が日々数えきれない回数行わ

が自分で答えを見つけることができるような指導

れています。この過程で「考える」という段階を疎

ができるように残り少ない大学院生活を過ごして

かにしてしまうと、一人よがりの指導になってし

いきます。

教職インターンシップⅠ
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次
インターンシップ実習Ⅰは、自分たちの研究を

三保

翔

くことを学ぶことができた。

中心にそれぞれが課題をもって臨んだ。学部時代

2 つ目として、体育の授業における場づくりで

の教育実習とは違い、インターンシップ実習とい

ある。今回の授業の割り当てでは三年生と合同で

うことで例年よりも意識を高くもつことができて

体育館を使用している。体育館が一面使えないた

いる。今年度のインターンシップ実習Ⅰではコロ

め安全面を考慮した場づくりを工夫した。体育で

ナの影響が大きく例年通りとはいかないことが多

は、児童が自ら活動してできなかったことができ

くあり、思うように研究を進めることができない

るようになり、運動の楽しさや達成感を知ること

こともあったが、最善を尽くし、来年につながる

が大切である。そのため、活動時間を充実させる

学びをすることはできたように感じている。イン

ことがかなり重要になる。今回のインターンシッ

ターンシップ実習Ⅰで学んだことは多くあるが、

プ実習Ⅰでは安全面の考慮と並行して、できるだ

大きく２つのことについて述べていく。

け多くの児童が同時に活動できる場づくりについ

1 つ目として、児童理解についてである。児童理
解のための観察として私は全体を見ることを中心
に実践していたが、積極的な児童が目立ってしま
い、一部の児童のことしか見ることができていな
いように感じた。担任の先生からのアドバイスと
して児童の観察でも焦点化が大事だということを
教えていただいた。はじめは全体から把握しても
いいが、一部の児童がどうしても目を引いてしま
うため、今日はこの子とのコミュニケーションを
多くしようといった焦点化をしていくことで時間
はかかるが、一人一人の実態把握につながってい

て学ぶことが多くあった。
全体として思うようにいかないことが多くあっ

たが、来年につながる経験が多くできたと感じて

ップ実習Ⅰで学んだことをいかして準備を進めて

いる。来年の実践研究報告に向けてインターンシ

いきたい。

岩見三内小・中学校の訪問を通して
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次
9 月 8 日（火）に「学校教育の現代的課題」の

大関

隆貴

いった自然環境に恵まれた少人数の学校への入

授業の一環で、秋田市立岩見三内小・中学校を訪

学・転入学を通学域の枠を取り外し、秋田市教育

問しました。岩見三内小中学校は、校舎一体型の

委員会が認める制度です。過去には埼玉県からも

小中併設校として 10 年目を迎えている学校で

「自然いっぱいオープンすくうる」について問い

す。私自身初めて岩見三内小中学校を訪問し、周

合わせがあったということもあり、自然豊かな岩

りが自然に溢れてとても充実している環境が整っ

見三内ならではの特色を学校教育に活かすことが

ている印象を受けました。

できているのではないかと考えました。

校舎一体型小中併設校の利点を数多く目にする

校舎一体型小中併設校では、幅広い年齢層の子

ことができました。例えば、日常的に異年齢の集

どもたちがいる環境のため、実態に応じた言葉選

団がともに触れ合う環境があることです。多くの

びや話し方があることの難しさを校長先生から伺

経験を異年齢で行うことを通して、心を育てるこ

いました。また 9 年間同じ環境のため、競争意識

とができると思いました。また、先生方が校種を

が少ないことも、難しさに挙げられていました。

越えた意見交換を行うことも可能です。それに伴

どのようにして教師が生徒の支援を行っていくの

って、それぞれの校種の先生が小学校と中学校を

か、また小規模校としての良さや強みを活かし個

行き来しやすいため、9 年間子どもの成長を直接

別に応じた指導をどう充実させていくのか、とい

観察できることもあります。子どもの成長を称賛

ったことも課題としてあります。ただ、こうした

し、さらなる指導をすることで子どもの人格形成

難しさや課題を強みとして捉えることも一つ大事

につながっていると感じました。

なのではないかなと考えました。

岩見三内小・中学校の特徴ある取り組みの一つ

今回の学校訪問を経て、地域とのつながりや関

には、
「自然いっぱいオープンすくうる」という

わりの大切さというものがこれからさらに重要に

ものがあります。地域の方との直接的な交流、釣

なってくると感じました。社会に広い目を向けて

り、農作業などの恵まれた自然環境を活かした体

どのようにして教育を作っていくべきなのか、さ

験活動や、伝統工芸・伝統芸能の技術体験などと

らに深めていきたいと考えます。

研究構想中間発表会について
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次

佐藤

大星

9 月 29 日に、教職大学院の院生による、研究の

した。また、私を含めるストマス 1 年生は午前に

中間発表会が zoom で行われました。今年はコロ

実習があり、遅れての参加となったため、他の院

ナの影響で実習の計画を立てることができず、研

生の発表を聞いて参考にすることはあまりできま

究においても先を見通せない中での発表となりま

せんでしたが、自分の研究内容の構想を発表し、

意見や質問をいただいて、研究を検討、修正する

方法については、私自身これで良いのかという不

ことができたと思います。

安があったため、たくさんのご意見や参考になる

私はなかなか研究内容が決まりませんでした。

お言葉をいただきました。一人では解決できなか

担当教員や他の院生と何回も話し合い、文献を読

ったこともあるため、今回の中間発表がとても有

み、小学校理科における課題を見つめ直し、原因

意義だと感じました。今回の意見を参考にもう一

を探し、解決するためにはどうするのかを何回も

度検討して、自信をもって研究を進めていきたい

考え、研究する内容が決まりました。改めて研究

と思います。

の難しさを感じましたが、私たちの研究が学校現

「巨人の肩の上に立つ」という言葉があります。

場の教員や子どもたちの役に立つということも改

これは、先人の積み重ねた発見に基づいて何かを

めて実感することもできました。

発見することを指します。私たちは今、様々な方

発表では、研究に対する思いや現段階の方向性、

の論文や文献を読み、やっと巨人の肩に立った状

計画などについて話させていただきました。改め

態です。ここからさらに、広い視野をもち、検証や

て言葉にして発表してみると、私の研究の至らな

仲間との討議を重ねていき、学校現場で活用され

いところが顕著に見えてきました。特に、検証の

る研究を進めていきたいと思います。

対面授業復活を祝して
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生１年次

私はおしゃべりが大好きである。学部生時代

髙橋

海渡

会話は言葉にその人のオーラが上乗せされてい

を思い返してみても，卒業論文を完成させるた

る感じがする。
（オーラが見えるわけではない。
）

めに研究室に行ったはずが，おしゃべりを 3 時

そのオーラがあるからこそ，
「人間味」が生まれ

間程していた記憶がある。後期授業が対面実施

るのだなと再認識できた。

され，人間と対面で会話する機会が増えたこと

書くことが無くなってしまった。教職大学院

により，
「生きている実感」を得ることができた。

なので，教育に絡めた話も一応記しておく。コ

真面目な話をすると，前期の大学に出校でき

ロナウイルスの影響で県内の学校では自宅待機

ない期間があったからこそ，人と対面で会話す

や分散登校などの措置がとられていた。今後の

ることの奥深さを感じることができた。ZOOM を

社会情勢によってはこのような措置がまたとら

活用したオンラインの講義自体，私は嫌いでは

れることは十分あり得るだろう。全国の学校で

なかった。画面を通して会話ができるし，どの

は，オンライン授業を推進していこうという動

講義でも議論する時間が設けられていたからで

きもしばしば見られるが，
「子どもの社会性を育

ある。
（大学まで移動せずに講義を受講できたこ

む」という役割が薄れてしまうのではないかと

ともありがたかった。
）しかし，ZOOM の画面を通

いう不安がある。地域コミュニティが希薄にな

してする会話は，
「単調なやり取り」に感じられ

っている現状，子どもの社会性を育むことは学

ることが多かった。対面授業が始まり，対面で

校に強く求められる。このような社会情勢の中，

会話する機会が多くなると，
「会話」というもの

教師としてどう子どもに働きかけるかを常に考

を客観的に見つめ直すことが増えた。対面での

え続ける必要がある。

対面授業の様子

院生室にもパーティション導入

今後の行事予定一覧
２０２０年

１２月

１日（火） 実習後の計画についての説明

１２月 ２１日（月） ｢実践研究報告書題目届｣の提出締切
２０２１年

１月

６日（水） 実践研究概要発表会

２月

４日（木） 事前発表会

２月

８日（月） ｢実践研究報告書｣の提出締切

２月

１９日（金）
・２０日（土） 教師力高度化フォーラム

３月

１５日（月） ｢実践研究報告書｣の最終提出締切

