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子どもたちに未来を託す地域と学校であるために
学校マネジメントコース
現職院生 1 年次

小坂 美和

この度，第 11 回あきたの教師力高度化フォーラ

修や，連絡調整がスムーズに行われる。地域連携

ムにおいて，
「地域とともにある 21 世紀型学校の

の窓口となる地域コーディネーターを配置するこ

創造」と題して，井上昌幸氏，佐藤潔氏，志々田ま

とで，地域の人的物的資源へのアクセスがスムー

なみ氏，原義彦教授の 4 名によるシンポジウムが

ズに行われる。この体制が作られ，学校の多忙化

行われた。地域と学校の連携・協働を学校経営の

を促進することなく機能するためには，管理職の

中にどのように位置付け，マネジメントしていく

リーダーシップによる校内体制と行政のバックア

のかについて討論が行われた。井上氏からは，栃

ップによる地域人材確保が必要不可欠である。

木県の地域連携教員制度の成果と課題，連携に必

今，地域からは子どもの姿が消え，地域そのも

要な要素についての提案がなされた。学校として

ののつながりが希薄になってきている。学校の抱

連携の意義を共通理解すると共に，管理職のリー

える問題は複雑化・困難化し，学校のみで対応す

ダーシップで連携の方針を示すことの必要性が示

ることが難しくなってきている。この現状を打開

された。また，佐藤氏からは，社会に開かれた教育

し，持続可能な地域社会を創りあげるために，地

課程実現のために必要な体制づくりについての提

域と学校がともに手を携えて未来を担う子どもた

案がなされた。学校経営計画に地域との連携の方

ちを育てていくことが必要となっている。

針を示し，地域学校協働活動とコミュニティ・ス
クールの両体制を整えていた。

子どもたちに未来を託したいと考える地域の
人々はたくさんいる。その思いを分かち合い，地

2 つの取り組みについて共通することは，地域

域と学校がつながり合うために，私たちができる

と学校をつなぐための体制づくりが必要であると

ことを考え，行動していかなければならないと感

いうことであろう。学校側の連携の中心となる教

じた。

員を配置することで，教員の意識共有のための研
第 11 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

佐々木 史子

第 11 回あきたの教師力高度化フォーラムは、

に見ていただくことはできなかったが、この日が

我々院生にとって教職大学院で学んできたこと、

最も大きな意味をもつことに変わりはない。発表

研究してきた成果を発表する集大成の場である。

はストマス 2 年を中心にため息が出るほど完璧に

今年度はコロナ禍により発表を大学院外部の方々

運営された。リーダーによる綿密な計画と準備、

そしてその指示を受けて素早く協力して働くメン

多忙化解消への方策も必要だが、疲れた教員の心

バーを見るのは何とも頼もしかった。

に火を付ける研究をしようと思った。私の研究題

私は現場で漠然と「教員がもっと熱量をもつこ
とができるような学校にするにはどうすればいい

は「学校組織マネジメントの考え方を用いた教員
のチーム力向上に関する一考察」となった。

のだろう」という思いをもっていた。現場の教員

実際に取り組んでみると、このテーマは現場か

は疲弊している。部活動指導、生徒指導、保護者対

ら離れている自分には進捗状況が掴めず、先生方

応、地域との連携…最も心血を注ぐはずの学習指

のやる気を引き出すことができているのか、不安

導が後回しにされるくらいに、教員は忙しい。目

が常につきまとった。しかし最終的なアンケート

の前の仕事を片付けていることで日が暮れて、学

では前向きな意見や感想がたくさん寄せられた。

校全体のことを考えるヒマなどないのが現状だ。

これを額面通りに受け取ることはできないかもし

これでは学校の改善改革は成し得ない。そんなこ

れないが、今後赴任する学校でも実施していこう

とを考え、初めは働き方改革をテーマに研究を進

と思う。

めようとした。しかし、授業や文献で「多忙と多忙
感の違い」
「弱点を克服するのではなく強みを生か
す大切さ」といった今まで自分の中にはなかった
考え方と出会い、徐々に研究の方向が定まった。

最後に、ご指導いただいた教授の方々、教職大
学院の仲間のアドバイスや励ましのおかげで無事
成果発表を終えることができました。心から感謝
申し上げます。

志々田まなみ氏の講演
カリキュラム・授業開発コース
現職教員 1 年次
志々田先生のご講演では，２１世紀型学校の具

小熊 大樹

として，学校のＩＣＴ化の遅れが指摘されるなど，

体像の提示，そしてその実現に迫る手立てや背景

学校の環境や組織体制と学校以外のそれとの隔絶

について的確に示された。具体像は，学校運営協

は未だに大きいものと言わざるを得なく，その緩

議会と地域学校協働本部が車の両輪となり，地域

和が必要だと思うからである。また，地域人材を

との協働に基づいて運営される学校である。この

学校教育に生かすことの利点の大きさは，本日の

実現が目指される背景には，社会の変化が見事に

シンポジウム講演会で紹介された栃木県立足利工

反映している。それは，Society 5.0－ＡＩやデジ

業高等学校や能代市立二ツ井小学校の事例で明ら

タル技術が駆使された，情報化社会からさらに高

かである。

度化された社会－を目指すにあたり，教育もそれ

地域との協働が目指される理由の最たるものは，

に合わせて変化しなければならないという動機で

2030 年の未来社会が予測不能であることへの備え

ある。

であろう。太平洋戦争後の，憲法の改正や産業の

地域社会との連携や協働が，情報社会のさらな
る高度化に伴った姿だということは頷ける。現状

高度化による現代日本人の価値観の変化も，おそ
らくどの時代にもないくらい急激なものだったが，

これから Society 5.0 を迎えたときの価値観の変

志々田先生は「『地域学校協働』は（中略）方法

化もまたそれに劣らないものであろう。しかも，

であって目標ではない」と述べられたが，まさに

それは予想不能なのである。その時に，学校と学

目標とは上記のことだと私は考えた。私の勤務校

校外の世界との隔絶がもたらす危機は計り知れな

もコミュニティスクールの機能を生かした特色あ

い。それの対策として，骨太で柔軟であり，かつ地

る学校経営を目指しているが，その活動だけでな

に足が付いた学校運営を実現する地域との協働が， く，これから求められる目標の実現を意識して，
２１世紀型学校の具体像としてあげられたのだと

学校運営に参画していきたい。

考える。
人事を尽くして天命を待つ
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生 1 年次

照井 達也

大学生として 4 年，大学院生として 2 年の計 6

ある「一般化」と生徒たちをどう結び付けたらい

年間の学生生活にピリオドを打つ時が来た。沢山

いのかと考え苦悩する日々が続いた。担当の先生

の人々に出会い，支えられながら過ごしてきた学

方とは何度も成果発表に向けた検討を重ね，多く

生生活であったが，院生としての 2 年間は自分の

の議論を行った。そして訪れた，成果発表本番で

人生で初めて「主体的に学ぶ」ことを徐々に実践

は，実際の生徒の姿から「一般化」の様子に加

できた年であった。

え，私の教育の根底にあった「数楽」を関連させ

大学院 1 年目は，自分がどんな研究をしたいの

て発表を終えることができた。

か，どんなことを実践したいのかが不明確であっ

今回の成果発表を通して，私の「一般化」に関

た。正直，研究は無事に修了するためのツールぐ

する研究は，現場でも使えそうということが明ら

らいにしか考えていなかったのである。しかし，

かになってきた。これは「一般化」という理論を

ある事をきっかけに研究について前向きになるこ

実際の生徒の姿に重ね，検証を通して得られた成

とができた。それは，2 年目のインターンシップ

果である。大学院を修了すれば研究は終わりとい

で出会った生徒たちと教師の存在である。元気で

うことではなく，日々の授業に研究の成果を反映

明るくとても素直な生徒たち，何事にも全力で生

し，実践し，試行錯誤を繰り返していくことが重

徒を第一に考えている情熱のある教師と出会った

要なことなのだ。そのためにも，私は「学び続け

おかげで，この生徒たちのために何かできること

る教師」であると共に，大学院で培った理論と実

をしたい，この教師のように熱く全力になれる人

践の往還を大切にして，今後の教職人生を謳歌し

になりたいという気持ちになることができた。イ

ていきたい。

ンターンシップを終えてからも，研究のテーマで

成果発表
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生 1 年次

相馬 舜平

2 月 19 日、20 日の 2 日間にわたり行われた第

き、2 年目となる来年度への研究に向けて自分の

11 回教師力高度化フォーラムの初日午前の部に

授業力向上を踏まえて、さらに磨きをかけたいと

て学部卒院生 1 年次が教職実践インターンシップ

意欲につながった。

Ⅰを通じて行ってきた各々の研究の成果を中間報

今回の中間報告を通じて私が感じたことは、

告という形で発表を行った。今回の中間報告は、

様々な専門分野の方々と意見や質問を交わすこと

我々学部卒院生 1 年次にとって今年度 1 年の集大

により、課題や今後取り組むべきことなどが明瞭

成ともいえるとても大事な機会であったため、発

化されてきたことである。また、それに伴い、自

表にあたり、準備にとても多くの時間を費やして

分の研究が今後どう教育現場で役に立っていく

今回臨んだ。私の専門教科は外国語であるが聴衆

か、研究の意味付けなどについても改めて考える

の方々は外国語を専門とする人たちばかりではな

きっかけとなった。

い。そのため、そのような人たちにはどのように

2 年次院生、現職院生の方々の発表を聞いて感

すれば伝わるのかを主担当である奥瑞生先生と綿

じたことは教職大学院生のゴールは研究をまとめ

密に面談を行った。専門用語についてはどう咀嚼

上げることではないということだ。2 年間、追究

して説明するのか、各ポスターの構成の一貫性な

した研究の成果を学校現場に立った後にどれだけ

ど多くの点で改善点をいただいたためそれらをも

還元し活用できるのかを我々教職大学院生は求め

とに、よく練り直した。また、今回は対面ではあ

られそれが使命であると強く感じる。まだまだ、

ったものの、PC 機器を用いながらの発表であっ

何もかもが未熟な私であるが、今回の機械で得た

たため、どの部分をピンチアウトし注目させるか

経験をもとに 2 年次の研究、またその後の教員生

などポスターの構成についてコンパクトにまとめ

活に向けて未来のホープとして将来日本の学校教

ることについても意識して作りあげ、本番を迎え

育に貢献できるように私はさらに努力し続けた

た。結果、本番では多くの方が私の発表に来て、

い。

質問や来年度に向けての助言やご意見をいただ

センター連携発表について
カリキュラム・授業開発コース
学部卒院生 1 年次
今回の第 11 回あきたの教師力高度化フォーラ

新山壮一朗

研究発表が行われた。

ムにおいて、様々な発表がある中で 1 番始めに行

学部生の発表は、いじめや場面かん黙児の支援

われたのが県総合教育センターとの連携事業につ

についての内容で、寸劇も交えながら、学んだこ

いての発表である。そこでは、学部生による教職

とを分かりやすく伝えようとしていたのでとても

発展演習の成果発表とセンター研修員の先生方の

良かった。いじめについては、LGBT に着目すると

いう視点が新鮮で、深く考えさせられる内容であ

徳科における自己の生き方についての考えを深め

り、とても勉強になった。場面かん黙児への支援

る指導の工夫ということで「心のパスポート」の

についても、私自身の知識が浅かったため、この

作成・活用を行なっていた。
「心のパスポート」は、

発表で学ばせてもらうことが多かった。また、ど

児童自身が自分を見つめ直すことができる上に、

ちらの発表でも問題改善のための方策まで提案さ

教師も児童の心の変容を見取ることができるとい

れている点がとても良かったので、現場でそのよ

うことで、素晴らしいシステムだと思った。発表

うな問題に直面した際には、ぜひ実践してほしい

を聞いていて、
「心のパスポート」の有効性を感じ

と思う。

ることができたため、私もぜひ活用してみたいと

センター研修員の研究発表では、お二人の先生

思った。センター研修員の先生方は、今後もさら

の発表を聞くことができた。伊藤先生の研究は、

に現場等で研究を重ねて行くと思うので、秋田の

特別支援学校における「算数科」と「日常生活の指

子どもたちのためにも頑張ってほしいと思う。

導」の実践を通して、子どもたちに生活に生きる

私自身、これらの発表を通して、学ばせていた

知識・技能の習得と活用を目指すという内容であ

だいた部分や参考にしたいと思った内容が多くあ

った。そして、発表内で出てきた児童の変容から

ったため、とても勉強になった。そのため、今後の

も、しっかりとその成果がうかがえたため、素晴

フォーラムでもこのセンター連携の発表には力を

らしいなと思った。柿崎先生の研究は、小学校道

入れてもらいたいと思う。

学部生による発表の様子

院生による研究成果発表の様子

退職される先生方からのメッセージ
若さの秘訣
教職実践専攻(教職大学院)
特別教授

奥

瑞生

「気力、体力の限界！引退します！」・・・てな

大学院を卒業することにいたしました。６０歳代

わけでもないのですが、微かな余力のあるうちに、

というのは微妙な年齢でして、昭和の頃の６０歳

代はどちらかいうと「老人枠」に組み入れられて

に違いありません。皆様、私に「若さ」を与えてく

いた印象があります。しかしいざ自分がその年齢

ださり、本当にありがとうございました。今後と

に達してみると、人生８０年とも言われる昨今、

も、何らかの形で社会と関わりつつ、「永遠の若

「老人枠」に入るにはちと早すぎる気もしてきま

さ」を保っていきたいと思っています。院生の皆

す。私がそう思えるのは、なんといっても教職大

様の今後のご活躍、そして教職大学院の益々の充

学院生の皆さんとともに学修、生活ができたから

実・発展をお祈りしております。

言

葉 の

力
附属教職高度化センター
鎌田 寿和

日々の生活の中で、言葉によって勇気づけられ

ある道灌山（どうかんやま）幼稚園の元園長・高橋

たり、励まされたりすることがあります。院生の

系吾さんという方の「その一言」という詩を紹介

皆さんは、自分を勇気づける言葉をもっています

します。

か。以前、元ＮＨＫアナウンサーの加賀美幸子さ

その一言で励まされ その一言で夢を持ち

んという方が、秋田で公演したときに「何よりも

その一言で腹が立ち

言葉は自分を叱咤激励するものである。自分を励

その一言で泣かされる

ます言葉をしっかりもっていれば、どんな状況に
あっても乗り越えようとする。
」と話していました。

その一言でがっかりし

ほんのわずかな一言が

不思議な大きな力持つ

ほんのちょっとの一言で

さて、子どもたちを育てていく上で、子どもが

教壇に立つ皆さんには、学習指導と同時に、子

めあてを達成できたときにかける言葉、反対にで

どもたちにかける言葉を大切にしてほしいと思い

きなかったときにかける温かい言葉やまなざしは、

ます。
「言」という漢字は、
「心」と「口」が合わさ

子どもの心に残り、もう一度やる気にもさせてく

ってできた漢字と聞いたことがあります。
「言」を

れます。私たち教師は、言葉の力で子どもの心を

横にして考えてみましょう。言霊！

育てている面も多いと思います。東京都荒川区に

大変お世話になりました。さようなら

授業が命
教職実践専攻(教職大学院
特別教授

廣嶋 徹

平成 28 年４月１日、秋田大学教職大学院発足の

の時以上のものがあり、大変でしたが手抜きは絶

日から、５年間お世話になりました。今年度末で

対に許されないと自分に言い聞かせていました。

２度目の退職をしますが、ほっとしている安堵感

それはなぜか？･･･。（「児童生徒指導の理論と

と、それ以上に一抹の寂しさを感じています。そ

実践」の授業を思い出してください。）

の大きな要因の一つとして、もう授業ができなく

次の文章は「生徒指導提要」（平成 22 年 3 月

なることが挙げられます。約 20 年ぶりの、しかも

文部科学省）第１章 第１節 ２の(1)生徒指導の

初めての大学での授業実践であったため、授業の

基盤となる児童生徒理解

構想や準備、そして実際の授業の時の労力は現役

えているかな？）

の一部抜粋です。（覚

「児童生徒理解の深化とともに、教員と児童生徒

ら教員である以上「授業が命」、授業を一番大切に

との信頼関係を築くことも生徒指導を進める基盤

してほしいと思っていました。

であると言えます。教員と児童生徒の信頼関係は、

そのため、児童生徒を院生や学部生に置き換え

日ごろの人間的な触れ合いと児童生徒と共に歩む

ると教職大学院や大学の授業でも同じことが言え

教員の姿勢、授業等における児童生徒の充実感・

ると思い、自分なりに工夫・改善して授業してき

達成感を生み出す指導、児童生徒の特性や状況に

たつもりでしたが･･･。授業の最大の評価者は授業

応じた的確な指導と不正や反社会的行動に対する

を受けてくれた皆さんです。果たしてどうだった

毅然とした指導などを通じて形成されていくもの

でしょうか？

です。その信頼関係をもとに、児童生徒の自己開

自戒の意味も込め、いやしくも教員養成系大学

示も進み、教員の児童生徒理解も一層深まってい

の教員であるならば、最低限、授業料を徴収する

きます。」

のに値する授業を実践していたのかを驕らず謙虚

この文章を提示し、重要な部分の確認をした後、

に自省し、授業を通して信頼関係を構築するため

「学校生活の中で児童生徒と信頼関係を構築する

に、不断の授業改善をする必要があるのではない

ために最も大切にしなければならない時間は何の

かと強く思っています。

時間だと思いますか？」と質問したはずです。様々

授業を通して皆さんと触れ合えたことは、本当

な反応が返ってきた中で私が結論として言ったこ

に楽しくて、嬉しくて、貴重な時間でした。精神的

とは「授業の時間」だったはずです。学校生活の中

な若さを保つ秘訣であったと思っています。

で大分部を占める授業の時間が、つまらなかった
り、分からなかったり、苦痛の時間であったなら、
信頼関係など構築できるはずはありません。だか

関わってくださった全ての方々に感謝していま
す。
本当にありがとうございました。

「離任に当たって」
教職実践専攻（教職大学院）
准教授
三浦 亨
「理論と実践の往還」が求められる中で、私の役
割は、本学における教員養成の枠組みに、学校現
場の感覚や学校文化の良い点を取り入れることだ
ったと思います。
その役割を果たせるよう自分なりに努めてきた
つもりですが、振り返っても漠として自分の残し
たものは頼りなく、恥ずかしい限りです。でも、秋

田の教育界の次代を担う学生の皆さんと関わるこ
とで、一人でも彼ら（彼女ら）を支える役目を果た
すことができたとしたら、これほどの喜びはあり
ません。
いつかまた機会がありましたら、その役割に加
えていただきたいと思います。３年間お世話にな
りました。ありがとうございました。

修了生からの
メッセージ
～現職院生～
伊藤 充敏さん

に触れることができました。自分のせまい視野を

この１年間、学校現場では決して知ることがで

広げてくれた，現職の先生方，ストマスのみなさ

きない内容等を、充実した環境下において学ぶこ

ん。この出会いに感謝し，新しい環境でがんばっ

とができました。いわずもがな、大学院での学び

ていきます。ありがとうございました。

のキーワードは「理論と実践の往還」
・・・この１
年間の学びを「知識」として蓄積するだけで満足
することなく、今後は自ら考え「行動」につなげて
いきたいと思います。１年間、本当にありがとう
ございました。

小玉

幸子さん

３０年ぶりの学生生活は，楽しさと難しさがな
いまぜの日々でした。SWOT 分析風に言うと，
「弱
み」の多い私ですが，教職大学院での出会いには
沢山の「機会」がありました。ありがとうございま

小野直子さん

した。貴重な１年間を忘れません。

現場では経験のできないことをじっくり経験で
きた１年間でした。現職院生の皆さんと出会い、
学校に関する情報交換だけでなく、たくさんの話
ができたこと。学部卒院生の皆さんと一緒に学び、

川俣

玲さん

一年間大変お世話になりました。教職大学院で

刺激を受けたこと。様々な授業を通して、ものす

は、他校種の先生方やストマスの学生さん達とと

ごく狭い私の視野を広げていただいたこと。先生

もに学ぶなかで、様々な価値観や考え方に触れる

方をはじめ皆様、本当にありがとうございました。

ことができ、自分自身の考えの幅を広げることが
できたように感じます。この一年間で身に付けた
ことを糧に、これからも頑張っていきたいと思い

小坂 美和さん

ます。教職大学院の益々の発展と、ご指導いただ

日本中が未知の事態に直面していた４月，学校

いた教授の先生方、ストマスの皆さん、そして同

現場を離れることへの不安を抱えながらこの教職

期の皆さんのますますのご活躍とご健勝を祈念申

大学院に入学しました。それから，あっという間

し上げます。

の１年間。たくさんの先生方に教えをいただき，
現場の激流の中では学ぶことのできなかった理論

佐々木

史子さん

大学院での学びを選択した理由は折り重なって

藤原

暁人さん

いて一言で表すことはできないが、校長室で初め

現職教員院生、学部卒院生のみなさんに助けら

てその話を聞いた際に「面白そう」と思った事は

れ、何とかこの１年を終えることができました。

鮮烈に覚えている。結果的に私の選択は大正解だ

そして何より、丁寧にご指導してくださった教職

った。学びに貪欲な院生仲間や強烈な個性の先生

大学院の先生方には大変感謝しております。学校

方と出会うことができた。日々を過ごすうちに自

現場では学ぶことのできない貴重な経験をするこ

分の考え方が周りの影響を受けて変わっていくの

とができました。ここで学んだことを現場で還元

が分かった。最高に楽しく面白かったこの 1 年間

できるように頑張りたいと思います。本当にあり

に感謝しかない。お世話になりました。現場で生

がとうございました。

かします！
鈴木 達哉さん
先生方，ありがとうございました。学んだこと
を現場に生かすことが恩返しだと思い，精進しま
す。ストマスの皆さん，ありがとうございました。
楽しく実力のある皆さんと同職する日を楽しみに
しています。現職院生の皆さん，ありがとうござ
いました。皆さんと過ごした楽しい時間を励みに，
「今いる場所が最高」と自分に言い聞かせながら
現職院生の集合写真

頑張っていきます。

～学部卒院生～
飯澤 玲央さん
大学院での 2 年間は自分と向き合い続けた時間
となりました。自分の未熟な部分を自覚できたの
は、指導をして下さった教授をはじめ、大学院生
活で関わって下さった全ての方々のおかげです。
本当にありがとうございました。来年度から私の
教員生活がスタートしますが、感謝の気持ちと謙
虚な姿勢を忘れず、反復・継続・丁寧をモットーに
頑張りたいと思います。2 年間ありがとうござい
ました

学部卒院生の 4 人

遠藤 史都さん
木の年輪は外側へ外側へと成長しますが、内側
の幹となる部分はすでに死んでいるそうです。私

で躍動することを祈っています。何年後かに杯を
交わせることが楽しみですね。本当にありがとう
ございました。

は学ぶこともこれに似ていると思います。新しく
学んだことは折に触れて思い出されますが、数年
前の大学の講義などもう思い出せません。ただし、

沼田

充貴さん

教職大学院での２年間を通して,理論と実践の

木は幹が太くなければすぐに折れてしまいます。

往還をしていく中でかけがえのない学びを得るこ

秋田で学んだ 6 年間は私を支える幹です。これか

とができました。その過程では,多くの「人との関

らは宮城県で若葉をつけていきたいと思います。

わり」がありました。大学の先生方や現職院生の
先生方,インターンシップ先の先生方と子どもた

照井 達也さん

ち,学部卒院生の皆さんに支えられ,無事に修了を

大学院での 2 年間はとても早いもので，もう修

迎えることができました。私の専門科目が社会科

了となってしまいました。大学院に入学してから

であることから,教材研究においては地域の方々

多くの方々と出会い，たくさんの刺激を受け，一

に協力して頂いたこともあります。小学校教諭と

人の人間として成長することができました。本当

して現場に出てからも「人との関わり」を大切に

に感謝しています。特に，同期のみんなには感謝

し,子どもたちの学びへとつなげていきたいと思

の念でいっぱいです。4 月からそれぞれの新天地

います。２年間,本当にありがとうございました。

1〜3 月の行事一覧
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

4 月以降の行事予定
２０２１年

4月

1 日（木） 現職教員オリエンテーション

4月

2 日（金） 在学生ガイダンス

4月

6 日（火） 新入生ガイダンス

4月

7 日（水） 授業開始

4月

13 日 (火)

4月

20 日（火） 附属学校実習オリエンテーション

4月

27 日（火） 「今年度の研究計画及び実習計画」の発表会

研究倫理研修、実習オリエンテーション

