
             

2011 

「「絆絆」」
連携の歩み 

宮宮

城城

教教

育育

大大

学学  

宮宮

城城

県県

教教

育育

委委

員員

会会  

仙仙

台台

市市

教教

育育

委委

員員

会会  

気気

仙仙

沼沼

市市

教教

育育

委委

員員

会会  

岩岩

沼沼

市市

教教

育育

委委

員員

会会  

登登

米米

市市  

栗栗

原原

市市

教教

育育

委委

員員

会会  

角角
田

大大
郷郷
町

田
市町

・
市
・・

大
・
角大

郷
角
田郷

町
田
市町

教
市
教教

育
教
育育

委
育
委委

員
委
員員

会
員
会会  会  



 ⅠⅠ．．フフォォーーララムム等等  
①仙台広域圏 ESD/RCE 関連事業…………………………2

②日本/ユネスコパートナーシップ事業 Rice プロジェクト……3

③国際協力イニシアティブセミナー……………………………3

④不登校支援ネットワーク/公開研究会 

「不登校支援と震災後の心の支援」………………………4

⑤特別支援教育フォーラム……………………………………5

⑥英語教育フォーラム 

「小学校英語活動の充実と今後の課題」…………………5

⑦南東北三大学連携研究会…………………………………6

 

ⅡⅡ．．学学校校対対象象事事業業  
①出前授業……………………………………………………7

②校内研究等支援事業………………………………………7

③小学校英語活動支援事業…………………………………7

④高大連携事業地域開催公開講座…………………………8

⑤小学生のための音楽鑑賞会「ふれあいオーケストラ」……8

⑥学生サポートスタッフ等ボランティア派遣事業……………8

 

ⅢⅢ．．児児童童生生徒徒対対象象事事業業  
①理科大好きフェスティバル（岩沼市）………………………9

②サイエンス・スクール（岩沼市）……………………………9

③2012ESD サイエンスワークショップ IN KESENNUMA……10

④スペースラボ in 仙台市天文台……………………………11

⑤留学生派遣交流事業………………………………………11

⑥気仙沼図書館実験工作教室………………………………12

⑦宮城教育大学舞踊発表会～地域の伝統文化と教育～…13

⑧平成 23 年度ものづくりチャレンジ教室……………………13

⑨みやぎクラフトマン 21 事業…………………………………14

 

ⅣⅣ．．学学生生対対象象事事業業

ⅤⅤ．．共共同同研研究究事事業業  
①地域遺産の教育に関するプロジェクト……………………………17

②宮城県仙台第三高等学校授業づくりプロジェクト………………18

③みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト……………18

④産学官連携フェア…………………………………………………19

⑤シンポジウム「部活動と学校経営」………………………………19

 

ⅥⅥ．．研研修修関関係係事事業業  
①特別支援教育支援員講習会（気仙沼）…………………………20

②サテライト公開講座（気仙沼市、白石市、栗原市、大崎市）……21

③産業技術・情報技術等に関する指導者の養成を 

目的とした研修……………………………………………………21

④登米市環境出前授業……………………………………………22

⑤角田市幼児教育懇談会…………………………………………22

 

ⅦⅦ．．生生涯涯学学習習事事業業  
①みやぎ県民大学…………………………………………………23

②学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス事業……………24

③宮城教育大学 PRESENTS♪ 

「ロビーコンサート in 仙台市天文台」……………………………24

 

ⅧⅧ．．教教育育復復興興支支援援事事業業……………………25  
 

ⅨⅨ．．協協定定締締結結・・そそのの他他  
①角田市・角田市教育委員会と「連携協力に関する覚書」締結…26

②大郷町・大郷町教育委員会と「連携協力に関する覚書」締結…26

③宮城教育大学グリーンウェイブ活動……………………………27

④河北新報社との連携事業に基づく講師依頼……………………27

――  CCoonntteennttss  ――  

  
①フォローアップ講座…………………………………………15

②「学府くりはら塾」災害支援学習サポート事業……………15

③環境教育イベント「ザリガニのひみつ」……………………16



２０１１ 

 

「絆」 
連携の歩み 

１４年 ３月２７日  仙台市教育委員会と「連携協力に関する覚書」取り交わし 

１４年 ３月２８日  宮城県教育委員会と「連携協力に関する覚書」取り交わし 

 

１４年 ５月１６日  ３機関による「連携推進協議会」設置、開催 

１５年 ３月３１日  ３機関連携の歩み「絆２００２」刊行 
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１７年 ３月３１日  ３機関連携の歩み「絆２００４」刊行 

 

１７年 ６月１０日  平成１７年度「連携推進協議会」開催 

１８年 ３月２３日  気仙沼市教育委員会と「連携協力に関する覚書」取り交わし 

１８年 ３月３１日  ３機関連携の歩み「絆２００５」刊行 
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１８年 ６月 ７日  平成１８年度「連携推進協議会」開催 

１９年 ３月２７日  登米市と「環境教育に関する連携協力協定」締結 
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１９年 ９月 ４日  仙台市八木山動物公園と「連携協力に関する覚書」取り交わし 

２０年 ２月 ４日  栗原市教育委員会と「連携協力に関する覚書」取り交わし 

２０年 ３月３１日  機関連携の歩み「絆２００７」刊行 

 

２１年 ３月３１日  ７機関連携の歩み「絆２００８」刊行 

 

 

２１年 ５月１６日  平成２１年度「連携推進協議会」開催 

２２年 ３月３１日  ７機関連携の歩み「絆２００９」刊行 

 

２２年 ５月１６日  平成２２年度「連携推進協議会」開催 

２３年 ３月３１日  ７機関連携の歩み「絆２０１０」刊行 

 

２４年 ２月１６日  角田市・角田市教育委員会と「連携協力に関する覚書」取り交わし 

２４年 ２月２１日  大郷町・大郷町教育委員会と「連携協力に関する覚書」取り交わし 
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 仙台広域圏 ESD/RCE 関連事業 １ 
 

宮城教育大学では、平成 23 年 3 月 11 日の「東日本大震災」以降、教育復興対策本部の中に、

ESD・RCE 推進会議を中心とした「みやぎ・仙台未来づくりプロジェクト」を立ち上げました。そして、大

震災以降の学校現場、地域、団体などが、いかに復興をめざした取組みを展開したかの情報を発信

するために、事務局を担当する「仙台広域圏 ESD・RCE 運営委員会」と共催で、持続発展教育を推進

するために、大震災後の学校づくりや地域づくりを考える「未来づくり ESD セミナー」を企画・開催しま

した。 

平成 23 年 6 月 4 日の第 1 回を皮切りに、6 月 28 日に、宮城教育大学教育復興支援センターを立

ち上げた後は、センター主導のもと、JICA 東北などの機関とも連携を密にしながら、実に様々な形態

でセミナーを開催し、震災後 1 年を迎えるまでに、実に 9 回のセミナーを開催することができました。な

お、1 年間の未来づくり ESD セミナーについては、「東日本大震災復興支援セミナー報告書（概要版）」

という形で刊行し、広く周知させていただいたところです。 

未来づくり ESD セミナーは一つの区切りを迎えましたが、宮城教育大学では、引き続き仙台広域圏

ESD・RCE 運営委員会と連携をとりながら、復興教育、防災教育、持続発展教育に関する様々な取組

みを今後も実施していきます。 
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日本/ユネスコパートナーシップ事業 Rice プロジェクト 

 
本学は日本／ユネスコパートナーシップ事業「ＲＩＣＥプロジェク

ト【国内の学校間交流活動】」をこのほど東京海洋大学で開催しま

した。 第一部では、ASPUnivNet の事務局代表・奈良教育大学

長友恒人 学長、文部科学省国際課国際協力政策室 浅井孝司

室長の挨拶の後、ACCU事業部次長 柴尾智子 氏によるRICEプ

ロジェクトの紹介、８月に宮城県で行われた「リーダー研修会」参加者による報告が行われました。第

二部では、学校関係者を中心とする参加者が「小学校」、「中学校」、「高校」の三つのカテゴリーに分

かれ、グループワーク「おこめの ESD カレンダーを作ろう」に取り組み、参加者は「米づくり」を学校の

プログラムに盛り込むことを想定し、「どのような体験を

させるか」、「どの教科と関連づけるか」、「どのような力

が身につくか」などを話し合い、年間カレンダーを作成し、

各グループの発表、質疑応答が行われました。11 月 12

日の「第３回ユネスコスクール全国大会」のサイドイベン

トとして開催されたこともあり、事前申込をはるかに上回

る約 100 名が参加するなど、大変有意義なものとなりま

した。RICE プロジェクトは 2010 年に続き、アジアのユネ

スコスクール間での学習交流のテーマとして今年度も継続的に行われている事業であり、今後は海

外を対象とした活発な学校間交流が期待されています。 

 

 

国際協力イニシアティブセミナー 
平成 24 年 2 月 18 日、国際教育シンポジウム 2011「世界との絆を子どもたちの心に」～今、国

際教育ができること～が実施され、国際教育についての講演やワークショップ等が行われました。

当日は特別企画として「国際理解のための特設学習〜高砂中学校での実践報告〜」と題し、仙台市

立高砂中学校教諭による、震災でいただいた世界中からの支援を授業に生かす取り組みの紹介及

びワークショップや、日米合同「トモダチ」作戦に通訳（予備自衛官）として参加した阿部美奈子氏によ

る「Power of Unity 一体化の威力〜英語通訳として災害派遣活動に参加して〜」と題した講演も行わ

れました。特別企画の後は提案模擬授業が実施され、仙台市立連坊小路小学校 石川智之 教諭よ

り「『ウムヨム村のブタの一生』～ＪＩCA 地球生活体験学習教材を活用して～」と題し、フォトランゲージ

などを含めた授業を、仙台市立鶴巻小学校 大友雄一郎 教諭より「『世界の中の日本』～青年海外

協力隊の経験者を活用して～」と題し、青年海外協力隊OBを講師としてお招きした授業を展開いたし

ました。海外教育経験を有する現職教員等の知見を活用し、小学校および中学校における今後の国

際教育のあり方・進め方について認識を深めたシンポジウムとなりました。

Ⅰ フォーラム等 
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研究会の様子 
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不登校支援ネットワーク/公開研究会 

「不登校支援と震災復興後の心の支援」 
 

本学・仙台市教育委員会・仙台市不登校支援ネットワークの主催により、平成 23 年 10 月 29 日、

仙台市内の青葉区中央市民センターにおいて、公開研究会「不登校支援と震災後の心の支援」を開

催しました。この公開研究会は毎年開催しており、今回が 14 回目となります。 

 今年の 3 月 11 日に発生した東日本大震災による災害は、私たちの心にも大きな傷跡を残しました。

日常生活が少しずつ戻りつつある現在、学校における児童生徒に対する心の支援（心のケア）につい

ても、通常の生徒指導や教育相談の取組を基盤とした不登校支援と重なる学校適応支援の観点から、

震災後の心の支援を考えてゆく必要があります。 

 今回の公開研究会では、甚大な被害を受けた仙台市内の小学校・中学校の関係者や、不登校児童

生徒に対する支援活動を行っている民間の支援者を招いて、学校の被災状況や復旧の取組と震災

後の児童生徒への支援の取組等について紹介してもらいながら、パネルディスカッションによる意見

交換を行いました。さらに宮城教育大学・特別支援教育総合研究センターの佐藤静教授による「震災

と心の学校生活支援」の講話がありました。今回は教育関係者や学生、市民等、全体で 100 名を超す

参加者があり、震災後の心の支援に関する理解を深めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
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特別支援教育フォーラム 

“「東日本大震災」の経験から「特別支援教育」を考える” 
 

平成 24 年 3 月 4 日、本学主催で「特別支援教育フォ

ーラム」を開催しました。 

このフォーラムは特別支援教育の諸課題をめぐり、

平成 15 年度から連続して開催しているもので、今年度

は、東日本大震災から 1 年が経過するのを前に、“「東

日本大震災」の経験から「特別支援教育」を考える”を

テーマとして実施しました。 

京都教育大学教授 郷間英世 氏から阪神・淡路大震災時の事例紹介、

国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員 西牧謙吾 氏から全国の

特別支援学校の被災状況について、本学附属特別支援学校副校長（宮城

県特別支援教育研究会）今野和則 氏から宮城県下の支援学校の被災状

況とそれへの対応について、宮城県立石巻支援学校長櫻田 博 氏から被

災地の支援学校の状況とそこから見えた課題について、それぞれ報告い

ただいた後、本学特別支援教育総合研究センター長 関口博久 教授、佐藤 静 教授を交えて

討論を行いました。 

約 70 名の現職教員をはじめとした関係者が参加し、質疑応答などでは活発な意見交換が行

われるなど、示唆に富む有意義なものとなりました。 

 

 

英語教育フォーラム「小学校英語活動の充実と今後」 
 

平成 23 年 12 月 3 日、英語教育フォーラム「小学校英語活動の充実

と今後」が実施され、教育関係者等 130 名が参加しました。フォーラム

は 3 部構成で、第 1 部が文科省行政の立場からの基調講演として、

「小中高全体を見通した英語教育の改善と充実」、

第 2 部が小中高の英語教育の理論的観点から

「英語コミュニケーションの『素地』と『基礎』」、第3部が小学校英語活動の実践の

立場からのパネルディスカッション「小学校英語活動の充実と今後の課題」でした。

その後、参加者との質疑応答を実施し、小学校英語活動の必修化にともなう今

後の課題と対策に関する活発な意見交換がなされ、参加者一同、問題・課題・対

策に関する共通認識を持つことができ、意義深いフォーラムとなりました。 

５ 

６ 

５
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南東北大学連携研究会は、宮城教育大学および山形大学と福島大学の南東北に位置する地方に

根ざした３つの国立大学法人が、連携の在り方を検討するために立ち上げた研究会です。その検討

内容は、大きく①東日本大震災の復興支援における連携の在り方について、②将来の南東北地域に

おける高等教育の機能強化についての２点で、それらについて調査・研究した結果を提言としてまと

め、研究会メンバー所属のそれぞれの学長に報告することを目的にしています。平成 23 年度は 8 月

の第 1 回目研究会以降、合計 9 回の研究会を開きました。なお、研究会のメンバーは、３大学それぞ

れ副学長を含む数名ずつで構成されています。 

 平成 23 年度においては、上記の２つの検討内容のうち、主に一つ目の「東日本大震災の復興支援

における連携の在り方について」を中心にして検討を進めてきました。主な活動としては、平成 23 年

12 月に、「大災害に際して地方国立大学がなすべきこと」と題する「南東北三国立大学学長決意表

明」を取りまとめ、地域社会に向けて発信をしました。また、平成 24 年 3 月には、山形市のホテルメト

ロポリタン山形を会場として、「３大学『災害復興キックオフ』山形県民シンポジウム～私たちが 3.11 の

大震災から興すこと～」を開催しました。さらに、三大学で共通に災害復興学に関する講義を開講す

るとともに、そのためのテキストを出版することを決定し、平成 24 年度の実施に向けてその準備を開

始しています。 

 今後は、上記の検討内容の二つ目である「将来の南東北地域における高等教育の機能強化につい

て」も意見交換していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南東北三国立大学学長決意表明 シンポジウム風景 
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出前授業 

 
本学では、地域に開かれた大学づくりの推進のために、依頼のあった各学校に教職員を派遣する

「出前授業」を実施しています。教育に触れることで、知的好奇心を喚起すること、今後の進路を具体

化して選択していく際の一つのきっかけにしてもらうこと等を目的にしているものです。この事業に関

する各学校からの講師派遣依頼数は年々増加しており、県内の学校をはじめ、県外の学校からも派

遣の要望があります。今年度は主に高校生を対象とし、45 件 50 名の教員が足を運びました。 

 
 
 

校内研修等支援事業 
 

大学教員の現場への関わりを増やし、学校における研究内容

をさらに深めることを目的としています。特に連携協定を結んでい

る仙台市教育委員会とは「自主公開校支援事業」を行っており、

例年本学から多数の教員を派遣し、授業づくり等の指導助言を行

ってきました。仙台市内や気仙沼市内の自主公開校の他、仙台

高等学校等 27 件 35 名の教員を派遣する支援が行われ、宮城県

内の学力向上や授業改善に関して積極的に取り組みました。 

 
 
 

小学校英語活動支援事業 
 

宮城教育大学附属・小学校英語教育研究センターとして、今年度は小学校英語活動の支援事業、

英語教育・活動のワークショップ、英語教育フォーラム、現職教育講座などの多くの事業を実施しまし

た。 

各学校への出前授業や校内研修会の支援、教育委員会等で実施する研修会や協議会での指導・

助言では、21件の支援を行い、小学校英語活動の促進と指導者の育成に取り組みました。 

その他、通年で開講した現職教育講座では延べ120人の現職教員が受講し、小学校英語活動や中

学校・高等学校の英語科授業について、理解を深めました。 

本センター教員を中心に、引き続き小学校英語活動の支援を行っていく予定です。 

 

 

 

Ⅱ 学校対象事業 
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Ⅱ 学校対象事業  

  

 高大連携事業地域開催公開講座 
 

日頃大学教育に接する機会の少ない高校生に大学の講義や研究内容に触れてもらい、知的好奇

心の喚起と学習意欲の向上につなげる事を目的に、平成 23 年 7 月 19 日に宮城県教育委員会と本

学との「高大連携事業」の一環として、地理的に仙台から離れた地区の高校生を対象に地域開催公

開講座を実施しました。今年度は宮城県白石高等学校で、本学の笠間賢二 教授が「『子どもの権

利』について」と題し、講義を行いました。 

当日は教員に積極的に質問する生徒の姿も見られ、知的好奇心の喚起や学習意欲の向上だけに

とどまらず、高校生にとって自分の進路を意識する良い機会となりました。 

 

 

小学生のための音楽鑑賞会「ふれあいオーケストラ」 
 

平成23年9月29日、本学と仙台市教育委員会は、子どもたちにオ

ーケストラによる音楽鑑賞を通じで豊かな人間性を養ってもらおうと

の趣旨で、小学生のための音楽鑑賞会「ふれあいオーケストラ」を開

催しました。 

平成16年度から始まったこの事業は8回目を数え、仙台市内21校

1、600名の小学生に、教科書に出てくる有名な曲の演奏のほか、教

育大学ならではの教育的で多彩なプログラムを実施しました。 

演奏の合間には、小学生が実際にオーケストラの指揮者となる体験コーナーを設け、その個性あ

ふれる指揮に会場はおおいに盛り上がりました。 

楽器とのふれあいコーナーでは、団員が実際に小学生に指

導しながらバイオリン演奏を体験させ、楽器の解体モデルを説

明するなど、子供たちにオーケストラに関する知識を深めてもら

うとともに、教員をめざす学生にとって音楽を通じて子どもたち

とふれあうことのできる貴重な機会となりました。 

 

 

学生サポートスタッフ等ボランティア派遣事業 

 
仙台市教育委員会が実施している「学生サポートスタッフ事業」は、仙台市立学校からの要請を受

けて、協力大学の学生ボランティアを派遣する事業です。教育現場での学習指導や様々な活動を支

援し、学生の人間的な成長や地域社会への奉仕精神を促す一環として、本学もこの事業に参加して

います。平成23年度は、245名の学生が活動を行いました。学校現場で子どもたち、先生方と直に接

することで多くの感動や気づきを経験し、理想の教師像、授業像を築いています。 
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      理科大好きフェスティバル（岩沼市） 
 

平成 23 年 11 月 5 日、電子顕微鏡の生みの親である只野文哉先生の

故郷の岩沼市から優れた科学者を育成することをねらいとして「理科

大好きフェスティバル」が岩沼西小学校を会場に開催されました。 

 宮城教育大学附属環境教育実践研究センターの村松隆教授がブー

ス出展を行い、市内の小中学生やその保護者を対象に、「溶液が突然

青くなる」「溶液が突然固まる」といった不思議な化学の実験をとおして、

児童生徒に理科のおもしろさを

伝えました。 

 当日は、他にも市内の小中学

校や企業のブース出展が行われており、宮城教育大学の学生

10 名がボランティアとして各ブースの補助に参加し、子どもたち

とふれあいながら大いにイベントを盛り上げました。 

 

 
サイエンス・スクール（岩沼市） 

 

平成23年10月27日、科学技術に関する興味・関心を高め、

科学的創造の素地育成を図ることを目的として、平成 23 年度

只野文哉 記念 小中学校科学技術奨励事業「第 6 回サイエン

ス・スクール」を岩沼市立玉浦小学校、岩沼市立玉浦中学校で

開催しました。 

 本学附属環境教育実践研究センター 村松 隆 教授が小学

校 6 年生向けに「水溶液のくらべかた」、中学校 1 年生向けに「岩沼市朝日山公園池の水環境―ため

池の水質調査―」をテーマとした演示実験を交えながら、身近なものから発展させた科学について解

説し、児童生徒の「科学する心」を育みました。 

 演示実験では、試薬に反応して水溶液の色が変わる様子や、学校

の水道水、市販のミネラルウォーター、地元の河川の水の溶存酸素

量の測定結果が分かる度に児童・生徒から歓声が上がりました。 

Ⅲ 児童・生徒対象事業 
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 Ⅲ 児童・生徒対象事業  

 

 

2012 ESD サイエンスサークショップ IN KESENNUMA 
 

平成 24 年 3 月 3 日、気仙沼市立階上中学校において「2012 

ESD サイエンス・ワークショップ IN KESENNUMA 」が実施され

ました。 

「平成 23 年度気仙沼地方 ESD 科学発表」では、気仙沼市立

大谷小学校、気仙沼市立唐桑中学校、宮城県気仙沼高等学

校等、気仙沼市内の小・中・高生を中心に、「津波で冠水した水

田の土壌分析」といった身近な環境の中で発見したこと、疑問

に思い調べたこと等がスライドを巧みに使用して紹介されまし

た。 

科学発表の後には、理科教育講座 玉木洋一 教授による

講演とワークショップ「放射能・放射線ってなに？」が実施され

ました。放射能・放射線に関する正しい知識を身につけるために、色分けされたマップやプリントを利

用して、子ども達に分かりやすいよう、噛み砕いた説明が行われ、会場内で質問や意見交換がされま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

10 

絆 ２０１１ 連携の歩み 



 

 
Ⅲ 児童・生徒対象事業  

 

 

スペースラボ in 仙台市天文台 
 

平成 21 年度より実施している仙台市天文台と本学の連携事

業である実験教室「スペースラボ in 仙台市天文台」は、平成 23 年

度、（独）科学技術振興機構の地域活動支援事業の支援を受け、

本学理科教育講座 高田淑子 教授、笠井香代子 准教授、内山

哲治 准教授及び学生が中心となり、仙台市天文台にて開催いた

しました。 

 本実験教室は、宇宙に興味を持つことから、宇宙を科学的に理

解することができるプログラムを企画するもので、平成 23 年度は

「太陽の通り道をたどろう！スペシャル」、「宇宙空間を体験しよう

～極低温と真空の世界～」、「『はやぶさ』はなぜ燃え尽きたか？」、

「オーロラと超伝導の共通点？！」という 4 回のプログラムを実施

し、述べ 120 名の小・中学生をはじめとした参加者が集いました。

昨年度から続けて参加している生徒もおり、本事業が定着してき

たことが伺え、理科好きの子どもたちの育成に貢献しています。 

 

 

留学生派遣交流事業 
 

栗原市教育委員会と本学との連携協力に関する覚書の

取り交わし以来、継続して実施している事業に「留学生派遣

交流事業」があります。 

児童が留学生と接することで、地域の国際化を考えるとと

もに、地域の将来を担う国際的な視野を持った人材の育成

を図る機会とすることを目的としています。 

今年度は平成 23 年 11 月 30 日、12 月 14 日の 2 日間にわ

たり、インド、モンゴル、中国、ガーナからの留学生が、栗原

市立一迫小学校、栗原市立姫松小学校、栗原市立金田小

学校、栗原市立長崎小学校を訪問しました。 

各国の紹介や簡単なゲーム等の交流を通じて、児童たち

は楽しみながら様々な国の言葉や文化の違いを学ぶことが

できました。また、本学の留学生も児童達から和太鼓や神楽

を披露してもらったり、書写・書道に挑戦してみたりと、楽しいひと時となったようでした。

４ 

５ 
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 Ⅲ 児童・生徒対象事業  

  

 

気仙沼図書館実験工作教室 ６ 
 

 平成 24 年 2 月 18 日、気仙沼市気仙沼図書館主

催、気仙沼市・宮城教育大学連携センター共催事業

として今年度も「気仙沼図書館実験工作教室」を実

施しました。 

この教室は、気仙沼図書館が毎月実施している小

学生向けの講座で、本学は気仙沼市・宮城教育大学

連携センターを通じて気仙沼図書館からの依頼を受

け、そのうちの数回分を担当していたのですが、東日

本大震災以降、開催が中止されていました。 

 今回は震災後初めての講座として、理科教育講座 

内山哲治 准教授が「理科を楽しむ！―熱ってなんだろ

う？―」をテーマに、液体窒素の実験を通して、子ども

達と一緒に「熱」を体験し、考え、学びました。 

参加した小学生は、液体窒素の中に入れたテニスボ

ールが一瞬で凍り、床に落とすと粉々になる事に驚い

たり、テーブルの上にこぼした液体窒素が一瞬で蒸発

する様子を観察したりと、あっという間に「熱の世界」へ

引き込まれていました。 

 

「理科は難しいのではなくて、楽しい！」と、子ども達

に興味を持ってもらいたいと願っています。 
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Ⅲ 児童・生徒対象事業 

   宮城教育大学舞踊発表会～地域の伝統文化と教育～ 
 

平成 23 年 9 月 23 日、塩竈市壱番館にて「宮城教育大学舞踊発表会～地域の伝統文化と教育～」

を開催しました。この発表会は、地域の伝統文化（民俗芸能・舞踊）を教育に取り入れている学校が

集まって、取り組みについての実践内容と成果の発表（今回は、本学「さんさ踊り」・気仙沼市「廿一田

植踊」保存会・栗原市立富野小学校「鶏舞」・仙台市立根白石小学校「アセ踊り」・尚絅学院大学「西

馬音内盆踊り―音頭―」の 5 校と 2009 ユネスコ無形文化遺産登録となりました「早池峰岳神楽」の特

別出演）をするもので、文部科学省・特別経費「東北の地域遺産を活用した地域と世界を結ぶ持続発

展教育の推進」プロジェクトによって実施しました。 

今回、東日本大震災の被災地で開催することにより、被災からの復興を祈願するとともに、「地域

の文化遺産を教育に取り入れ、子どもたちがそれを継承することにより地域を活性化し、持続可能な

地域を創ることに貢献する」という持続発展教育（ESD）の理念と、ユネスコの「世界遺産・地域遺産」

教育推進の理念を、地域において推進したいと考えています。 

 

平成 23 年度ものづくりチャレンジ教室 
 

東日本大震災の直後の年であったため、被災地域の子ども達を

対象にしたものづくり工作教室として、「LED のミニランタン工作」の

教室を企画し、平成 23 年 5 月 5 日に石ノ森萬画館(「春のマンガッタ

ン祭り」の企画として参加)、11月5日に気仙沼市立大島小学校児童

館、平成 24 年 3 月 17 日に石巻イオンモール(科学で東北を盛り上げ

隊!の企画の一つとして参加)の 3 回を実施しました。 

当初は避難所でも使える実用的な白色ランタンも候補としましたが、楽しみながら製作でき、見てい

て気持ちの落ち着くフルカラーイルミネーション LED を光源にしたミニランタン工作を行うことにしまし

た。枕元におけるサイズで避難所でも使える想定で、シェードの外側には、石ノ森キャラクターの透明

シールおよびシール加工した写真でデザインをしました。石ノ森萬画館の教室では電気や水の無い

中で発電器を使った教室となるなどの制約がある教室ではありましたが、被災後に楽しみの少なかっ

た子ども達には、楽しい教室となりました。ものづくり工作は、自分で何かを作っていくという、これから

につながる気持ちを持たせるという意味でも、意義のある教室となったと言えます。
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Ⅲ 児童・生徒対象事業  

 

みやぎクラフトマン 21 事業 

 
９ 

平成 23 年 11 月 26 日、石巻工業高等学校において同校と住まいと環境東北フォーラムが主催する

特別授業が行われ、本学家庭科教育講座 菅原正則 准教授が講師として派遣されました。これは経

済産業省と文部科学省による地域産業の担い手育成プロジェクトの宮城県版（みやぎクラフトマン

21）として実施された事業のひとつであり、同校建築科 1～3 年生 109 名を対象に、今年度は全 3 回実

施されました。 

はじめの 2 回は、安井妙子 氏（安井妙子あとりえ）により古民家の断熱改修について取り上げられ

ましたので、これを受けて、住宅を高断熱化する意味と効用について、実験を交えながらの講義にな

りました。特に、地球環境から住環境までのつながりの観点から、省エネルギーと物質循環の重要性

が解説されました。 

受講生からの感想には、東日本大震災で津波被害を受けた自宅をリフォームした際に断熱材が入

ったことで、寒さを感じることや結露の発生が少なくなった経験に照らし、講義の意図を理解したことな

どが寄せられました。 
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応用実践実習（図工）の様子 

 

フォローアップ講座  

 

教員採用試験合格者等に対して、更なる資質の向

上と実際の勤務までの準備態勢を整え、大学と教育

現場とのスムーズな接続を目的とする「フォローアップ

講座」を実施しました。 

この講座では、４月から教職につく予定の学生が

「応用実践実習」、「ＩＴ講習会」、「コーチング入門」、

「確かな学力研修委員会研修会」、「普通救命講習」

等の実習、講義及び研究発表会に参加しました。 

中

とした実習を行っていただきました。 

 

て、

学生は「教師」になるという目標を再

「教育復興支援センター」を立

ち

ではなく、全

国

た

活動経験があったことが大きく、今後も県内を中心に長期的な支援を実施していく予定です。 

「応用実践実習」は、仙台市教育委員会との連携

により平成 14 年度以降、毎年度実施しているものですが、年度末の多忙な時期にもかかわらず

市内の小・中・高・特別支援の各学校に 36 名の学生を２週間受け入れていただき、学校の組織

理解、教員の様々な役割理解、児童・生徒理解、学校を取り巻く地域やＰＴＡとの関係理解を

心

 

 

「学府くりはら塾」災害支援学習サポート事業 

災害支援学習サポート事業として平成 20 年度にスタートし

た「学府くりはら塾」は今年度も栗原市立志波姫中学校にて、

平成 23 年 8 月 17 日～21 日までの 5 日間の日程で実施され

ました。昨年に引き続き国語・数学・英語の３教科を実施し、本

学の学生が作成した練習問題に生徒達が取り組み、分からな

い部分を指導する他、受験対策などの学習相談にも応じ

確認したようでした。 

スタートから 4 年目を迎えた今年、東北地方は東日本大震

災で甚大な被害を受け、宮城教育大学では被害を受けた地

域・学校の教育の復興に向けて

上げ、活動を始めています。 

このセンターを中心に実施された被災地域の学校支援ボラ

ンティアは約 40 件に上り、本学の学生 350 名だけ

の教員養成大学等からも 90 名を超える学生ボランティアを派遣いただきました。 

今回、震災直後からこのような学校支援が実施できた背景には「学府くりはら塾」での継続し

Ⅳ 学生対象事業 

 

１ 
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視察をする高橋学長 

２ 



 

 

        

環境教育イベント「ザリガニのひみつ」 

 

 本学と仙台市八木山動物公園は、環境教育にか

かわる協力事業を実施しています。その内容は大き

く、国際協力事業の共同実施・講師の相互派遣・教

育イベントの共同開催・動物園における展示活動へ

の貢献・動物標本の共同作成の 5 つに分けることが

できます。 

毎年どの分野でも緊密に連携して多様なプロジェ

クトを展開していますが、平成23年9月に、仙台市八

木山動物公園で共同実施したイベント「ザリガニのひみつ」について報告します。 

このイベントは、動物園の中央広場を実施場所として、宮城教育大学の学生が、生物展示を

中心とする参加型学習プログラムを実施するというもので、平成 21 年より毎年実施されていま

す。 

 今年度は授業科目「自然フィールドワーク実験」を受講した学生6名が、動物園側との交渉、外

来生物の展示許可申請、生物の野外捕獲、展示物の作成や当日の指導に当たりました。自然フ

ィールドワーク研究会YAMOIの学生が、実施の後方支援を行うスタッフとして、会場の設営やチ

ラシ配り、児童指導の補助などを行いました。 

日頃動物園で見ることのできない宮城県内の生物を手にとって観察することのできる貴重な機

会として、動物園の方々にも楽しみにしていただいています。 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 学生対象事業 

 

３ 
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地域遺産の教育に関するプロジェクト 

 
 本プロジェクトは、平成 23 年度宮城教育大学特別経費「東北地方の地域遺産を活用した地域

と世界を結ぶ持続発展教育の推進」によって、登米市教育委員会と本学との共同事業として実

施されました。事業内容は、登米市の地域遺産となる「及川甚三郎とカナダに渡った登米地方の

移民」（全 8 ページ）と「仙台藩北部の隠れキリシタン」（全 8 ページ）の 2 つリーフレットを作成し、

登米市内全域の小学 4 年生から中学校 3 年生までの児童生徒さん全員と公的機関に広く配布し

ました。学校行事、道徳、総合的な時間、社会科などの教材として幅広く活用して頂けるもので

す。作成に際しては、とくに地元、登米市立津山中学校 飯川弘芳 教諭のご協力が得られ、児

童・生徒たちには、ふるさとを愛する心や社会性、そして国民・国際人としての感覚を養って頂け

ればと思います。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅴ 共同研究事業 
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１ 



Ⅴ 共同研究事業 

  

授業づくりプロジェクト（宮城県仙台第三高等学校） 
 

２ 

平成 23 年 4 月 19 日、宮城県仙台第三高等学校において授業づくりプロジェクト「宮教大・三高

スタッフ会議」が開かれ、大学教員も連携した日本初の試みとして、この仙台第三高等学校「授

業づくりプロジェクト」が始動しました。本プロジェクトの目的は、教育現場での全教科の教育力向

上に向けた新たな授業法の確立にあります。仙台第三高等学校からは中川西 剛 校長の熱い

想いを受けた小川典昭 教諭を委員長に 9 名の先生方がワーキングチームを構成し、本学から

は当面の担当者として、研究担当の見上一幸 副学長、市瀬智紀 教授、本図愛美 准教授、

安藤明伸 准教授、内山哲治 准教授が参画しています。具体的には、市瀬教授、本図准教授

は教育学や学校経営、安藤准教授は授業分析および改善、内山准教授は授業実践を主に担当

しています。 

本学にとってこのプロジェクトは、高大接続・連

携による「生徒の心に火をつける」授業づくりプロ

ジェクト（3 年計画）として、本学の平成 23 年度重

点研究課題の一つとして企画推進室会議で認め

られたものです。このプロジェクトの面白い点は、

本学教員が、高等学校の研究授業における助言者という立場とは全く異なり、中心メンバーとし

て仙台第三高等学校のワークショップに参加している点にあります。ワークショップは、仙台第三

高等学校のすべての先生方が参加されており、目的に合わせてその都度グループ化されて実施

されています。本学スタッフは、一つのグループに入ったり、回遊したりしながら参加しています。

ワークショップは既に 6 回行われ、常に忌憚のない意見が発せられています。 

震災の影響もあり始動が遅れ、まだ半年ほどしか経っていません。しかしながら、仙台第三高

等学校を取り巻く環境は確実によい方向に前進しています。スタッフ一同は、数年後に、仙台第

三高等学校が化けていることを思い描いています。 

 

 

みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト 

 
みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクトは、本学、仙台市教育委員会、宮城県教育委員

会が連携し、児童生徒の体力・運動能力テストの調査・分析結果を基に子どもの体力・運動能力の充

実を図ることを目的に、2003 年から 2012 年までの 10 年計画で実施されてきました。児童・生徒個人

への体力測定結果の還元を目的にして小学校1 年生から高等学校3年生まで個人のデータを一覧で

きる記録票を作成し、宮城県内の公立の小・中・高等学校で体力測定を毎年全員実施することとしま

した。また、”みやぎっ子！元気アップエクササイズ”を作成し、学校への展開を図っています。 

 本年度は、特に東日本大震災が児童・生徒の体力・運動能力に及ぼす影響について評価し、今後

の取り組みについての方策を計画し実施しました。

３ 
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 Ⅴ 共同研究事業 

 

 

産学官連携フェア 
 

本学の連携事業は学校支援のみならず、企業との連携も推進されています。産業界のニーズと大

学のシーズ（研究成果）のマッチングや研究成果発表の場である産学官連携フェアは宮城産業振興

機構によって主催され、小野研究室と安藤研究室では 2006 年より毎年出展しています。今回は、小

野研究室からは品質工学を用いた設計について、安藤研究室からは、授業分析システムを企業での

プレゼンスキルや営業トレーニングシステムとして応用する提案と、タブレット PC を電子黒板として利

用するアプリケーションソフトを発表しました。企業においても、社内教育に高い関心があるとのことで、

導入の申し出を頂きました。 

 

４ 

本学技術教育講座の教員は、教育分野の知見や教材も、切り口を変えることで産業界でも活かせ

るという信念で取り組んでいます。本学には、企業へも応用できる多くの潜在的なシーズがまだまだ

あるはずです。地域社会への貢献や成果還元の形として、

産学連携の果たす役割は大きいと言えます。本学からも、

さらに多くの出展や産学連携を期待しています。 

 

 

 

 
開発に携わった技術専攻の板垣さんと卒業生の青柳さん 

 

 

シンポジウム「部活動と学校経営」 
 
平成 23 年 11 月 17 日、宮城県石巻工業高等学校を会場に、

シンポジウム「部活動と学校経営」を実施しました。宮城県内の

小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、大学教員、本学教職

大学院生、学部学生等、約７０名の参加がありました。 

主催者挨拶と実行委員長による趣旨説明の後に、（１）講演 

１）「部活動指導と生徒指導」（宮城県石巻工業高等学校 山口

清光 教諭）、２）「部活動と学習指導」（宮城教育大学 内山哲治  

准教授、宮城教育大学教職大学院 榊 良輔さん 、宮城教育大

学大学院修士課程 山口智輝 さん）、３）「部活動と進路指導」

（利府町立しらかし台中学校 猿橋善宏 教諭）、（２）指定討論「運動部活動を学校教育・教育課

程に位置づける上での課題」（宮城教育大学 神谷 拓 准教授）、（３）自由討論を行い、部活動

指導の学校経営に係る多様な側面を議論することができました。
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５ 



 

 

 
 

Ⅵ 研修関係事業 

 

 

特別支援教育支援員講習会（気仙沼） 
 

本学と気仙沼市教育委員会では、発達障害を含め

様々な障害のある幼児及び児童生徒の理解と支援に

関する最新事項の講習を通じ、特別な支援を要する幼

児及び児童生徒に対し、担当教諭と協力して必要な支

援を行う者の資質向上を図ることを目的として、平成 23

年 11 月 27 日、平成 24 年 2 月 9 日の 2 日間、特別支

援教育支援員講習会を実施し、気仙沼や本吉地区の

支援員 40 名が受講しました。 

今回は、関口博久 教授、猪平眞理 教授、菅井裕行

教授、野口和人 教授による、4 講座が実施され、規定

の講座を受講した支援員には、本学より修了証書が渡

されました。 

 

昨年度に引き続き今回で 2 回目となる同講習会は、

震災の影響で「気仙沼市教育委員会・宮城教育大学連

携センター」が使用できず、会場に気仙沼市立気仙沼

中学校及び気仙沼市立新月中学校をお借りした点、昨

年度導入した「インターネットテレビ会議システム」を使

用した遠隔授業は実施せず、現地で直接講義を行った

点など、例年とは違い臨機応変な対応が求められ、

様々な方にご協力をいただきました。 

講習会後に実施した受講者アンケートからは、「今回

学んだ内容・情報を役立てたい」「もっと先生方のお話

を聞きたい」「自分が支援している児童への接し方につ

いて発見があった」など、今後の継続を求める声が多

数寄せられました。 

昨年度から始めた事業ではありますが、現場からのニ

ーズが非常に高く、今後の継続的な活動が期待されま

す。 

 

１ 
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Ⅵ 研修関係事業 

 
サテライト公開講座（気仙沼市･白石市･栗原市･大崎市） 

 
２ 

本学では、連携協力の覚書を取り交わしている教育委

員会をはじめとし、教員の研修の機会の拡大と資質向上

を目指して、遠隔地でのサテライト公開講座を積極的に実

施しています。 

 本年度は、教員免許状更新講習と免許法認定公開

講座を気仙沼市で 8 月 4 日～8 月 5 日、白石市で 8 月 22

日～8 月 23 日、当該教育委員会の全面的な協力のもと、

受講者の利益に適った講習が実施できるよう工夫しました。大学教員との意見交換や、小・中・

高等学校間の情報提供の時間も設けることで、視点を広げた活発な討論が行われました。 

また、公開講座としては白石市で 7 月 2 日～7 月 23 日まで毎週計 4 日間、栗原市で 8 月 27

日、大崎市で 11 月 19 日の計 3 講座を実施しました。 

市民の皆さまにとって、大学で日頃行われている研究に触れ、大学を身近に感じてもらえる場

となるよう、今後も継続して遠隔地での公開講座の開講をする予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

産業技術・情報技術等に関する指導者の養成を目的とした研修 
 

３ 

本学は、独立行政法人教員研修センターの委嘱を受け、産業

技術・情報技術等に関する指導者の育成を目的とした研修（技

術・家庭I-1）「社会の要請に応える技術分野の指導－新学習指導

要領への対応を目指して－」を平成23年9月12日～9月16日にわ

たり開催しました。 

 この研修は産業技術・情報技術の発展・高度化に最適に対応し、

中学校等における実習等の授業の質の向上を図ることを目的としたもので、中学校の現職の技

術科担当教員を主たる対象として、宮城県の教員1名を含めて、遠くは愛媛県や徳島県等から19

人が参加する充実した研修になりました。 
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Ⅵ 研修関係事業  

 

 

登米市環境出前授業 ４ 
 

環境教育に関する取り組み実践に力を入れている登米市では、毎年「登米市環境出前講座」を実

施しています。本学は講師の派遣という形で協力をしており、今年度は本学附属環境教育実践研究

センター 村松 隆 教授、溝田浩二 准教授、理科教育講座 棟方有宗 准教授が、登米市立石越小

学校、登米市立上沼小学校へ行き、児童と一緒に身近な河川の水質調査や生物の調査を行いまし

た。 

 自分たちが住む地域の身近な環境から興味を持ち、地球の大切さや地域資源の再認識へと繋げて

いってほしいと考えています。 

 

 

角田市幼児教育懇談会 
 
5 

平成 23 年 9 月 30 日、11 月 24 日、平成 24 年 1 月 26 日の 3 日間、角田市における就学前教育・

保育の充実を図るため、角田市幼児教育懇談会が実施されました。角田市教育委員会教育長、角田

市教育委員会関係者、角田市内小学校、幼稚園、保育所、角田児童センター、民間保育所等の関係

者約 10 名の参加がありました。 

本学幼小連携推進研究室からは伊藤順子 教授、佐藤哲也 准教授が出席し、コーディネーターと

なって、話題提供や司会役を務めながら、情報交換・意見交換やフリーディスカッションを展開しまし

た。 

また、本学附属幼稚園から柴生彰 教諭、髙橋里美 教諭も陪席し、角田市における子育て支援や

幼保小連携についての情報収集も行われました。 

その他本事業の一環として、7 月 14 日、幼小連携推進研究室兼務教員と本学附属幼稚園教諭が角

田カトリック幼稚園、ミネ幼稚園に訪問し、保育参観等も実施しました。 
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Ⅶ 生涯学習事業

 

 

みやぎ県民大学 
 

本学は宮城県教育委員会が実施する「みやぎ

県民大学“大学等開放講座”」に今年度も出講しま

した。この事業は、県民の多様な学習意欲に応え

るため、大学等機関の持つ人的・物的教育機能を

広く地域社会に開放して広域的・専門的な学習機

会を提供することを目的とし、生涯学習の位置付

けにもあたります。 

本学からは村松 隆 教授が昨年度 岩沼市で実

施した「水と暮らしをテーマとして身近な環境を学ぶ」を今年度は白石市で開講し、太田直道 名

誉教授の「能と日本文化」と合わせて合計2講座、52名が受講しました。 

「能と日本文化」は座学だけではなく、実際に能舞台の体験や能面の鑑賞も取り入れたプログ

ラムが人気で、毎年多くの方に受講いただいてお

ります。 

一方「水と暮らしをテーマとして身近な環境を学

ぶ」は、我々の生活に密着した「水」と「環境」につ

いて、実験等を交えながら解説をするものでしたが、

白石市の水について分析をする場面もあり、受講

者が自分の身近な環境について改めて考えるきっ

かけになりました。アンケートの結果も、今後の継

続を期待する声を多くいただきました。 

本学では、引き続き地域へ貢献できる活動に力を入れていく

予定です。 

 

 

 

 

 

 

１ 
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 Ⅶ 生涯学習事業  

  
 

学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス事業 
 

宮城県内の各大学が有する知的財産を活用して、市民生活の質の向上と地域発展、各大学の充

実・発展や「学都仙台」のブランド向上を目的として、今年度も「学都仙台コンソーシアムサテライトキ

ャンパス事業」、市民向けの公開講座が実施されました。 

 本学からは、島森哲男 教授の「漢詩ゆったり鑑賞講座」を出講し、約 70 名が受講しました。本講座

はリピーターが多い人気講座のため、来年度以降の継続開講を望む声が多く寄せられました。今後

はより多くの新規受講者の獲得へ向けて工夫を重ねる予定です。 

また、昨年度は戦略的大学間連携支援事業として実施していた連携講座「講座仙台学」が、今年度

から学都仙台コンソーシアムの事業に移管され、「講座仙台学 2011―学都仙台の復興へ向けて―」

と題し、合計 6 機関 8 講座を開講しました。 

本学は幹事校として取りまとめを行い全講座合計 349 名の受講がありました。次年度以降も引き続

き取り組みを続ける予定です。 

 

宮城教育大学 PRESENTS♪ 

   「ロビーコンサート in 仙台市天文台」 

 
平成 21 年 7 月 1 日に、教育分野での連携を強化するため仙

台市天文台と「連携協力に関する覚書」を取り交わして以来、芸

術系の音楽教育専攻の在籍生、卒業生、教員らと天文台がタッ

グを組み、新たな可能性にチャレンジするという目標のもと、継続

して実施されている事業に「ロビーコンサート」があります。 

第 1 回目のコンサートから 3 年目を迎え、今ではすっかり人気

イベントの一つに挙げられるほどになりました。 

今年度は、平成 23 年 9 月 10 日「Vol.5 星のセレナード」、12

月 10 日「Vol.6 月に寄せる歌」、2 月 4 日「Vol.7 こと座のエチュー

ド」の計3回のコンサートが実施され、本学の学生が天文台をイメ

ージして作曲した曲の初演や、初のプラネタリウム内での演奏等、話題性に富んだ内容となりま

した。 

「今日はロビーコンサートを聴くために天文台に来た」。最近で

はこんな声を来場者からもいただけるようになり、市民の皆さま

にも着実にこのコンサートが定着してきたように感じられます。来

年度以降も本学の新しいチャレンジに期待したいです。 

２ 

３
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Ⅷ 教育復興支援事業 

  
 広域にわたり多くの被害を与えた 3.11「東日本大震災」は、学校現場に与えた被害も甚大なも

のとなり、被災地域の子どもたちは劣悪な教育環境の中、地域差はあったものの約 1 月遅れで

新学期を迎えることとなりました。  

 

 

 

  

本学では、震災発生直後から学生等の安否確認、建物の被害状況調査・安全確認、ライフラ

インの復旧及び入試対応や学事日程の調整に全力をあげ、その後、「みやぎ・仙台未来づくりプ

ロジェクト」を設置し、本学の災害支援窓口を一本化し、県内の被害を受けた学校等の被災状

況、支援のニーズの調査の他、救援物資・文具の中継や復旧のための支援を行ってきました。 

 

 

 こうした中でも、本学学生による学校支援は学生の自発的活動の形で震災直後から行われ、

その数は報告があったものだけでも 120 件を越えていました。これは、仙台市教育委員会との連

携による「学校支援サポートスタッフ」事業等で、災害の有無に関わらず日頃から学校支援ボラ

ンティアを行ってきた経験と学校現場を身近に感じている学生が育成されたものと考えられま

す。 

 

 

 

 

 本学が当初行った支援事業として、4月11日から概ね1月間、宮城県立石巻支援学校に学生

ボランティアを派遣し、障害のある児童・生徒への学習支援や避難住民へのサポートを行うとと

もに、仙台市教育委員会との連携・調整を行い、4月18日から仙台市内沿岸部の被害の大きか

った小・中学校6校へ緊急的に学生ボランティアの派遣を行いました。 

 

 

 

6 月 28 日に「教育復興支援センター」を設置し、震災で甚大な被害を被った地域・学校の教育

復興に向け、刻々と変わるニーズに対応した支援を実施することとし、6 つのプログラムを示し、

宮城県教育委員会及び仙台市教育委員会並びに全国教員養成系大学等との連携・協働しな

がら学校等への教育復興支援を行いました。 

 

 

 

 

一方、被災地にある教員養成大学として、今回の震災をどう伝え、この教育支援活動をどう残

していくかが大きなポイントとなることから、被災地の学校現場の先生や、行政に携わる方々か

ら、被災の状況や子どもたちのその後の変化を報告いただき、情報を共有し、今後の学校支援

について、大学として、一人ひとりとしてできることを考えていく場として、「未来づくりセミナー」を

定期的に開催するとともに、本学を拠点として行った学生ボランティア派遣事業の取組やその成

果と課題を互いに確認し合い、活動の声を全国に向けて発信していくための報告会やボランティ

ア総会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

震災直後からの学生の自発的ボランティア活動から始まり、前述のセンターの取組を進めて

いく中で、様々な課題も見えてきており、次年度以降、教育委員会等との緊密な連携のもと、学

校現場での評価と検証を行いながら、より適切な活動を構築することとしています。 

 

 

 

  

＊詳細は、「あすへ向けての軌跡～震災から 1 年を経て～（平成 24 年 3 月 31 日発行）」を参照願います。  
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Ⅷ 協定等締結 その他 

 

角田市・角田市教育委員会と 

    「連携協力に関する覚書」取り交わし 
 

１

平成 24 年 2 月 16 日、本学は角田市・角田市教育委員会と「連

携協力に関する覚書」の締結をしました。本学がこのような連携

協定を行うのは、角田市・角田市教育委員会で 11 か所目となりま

すが、仙南地方では初めてとなります。 

本学は、角田市教育委員会が平成 23 年度に新たに立ち上げ

た幼児期の教育検討事業への指導・助言を行なう等、これまでも支援活動をして参りましたが、これ

を契機に、今後連携をより密接にするとともに、角田市内の小中学校の学力向上対策や教職員の研

修等においても、相互に連携協力して事業を進めるという点で双方が合意し、この度の協定書締結に

至りました。 

当日は本学の高橋孝助学長が角田市役所を訪れ、大友喜助角田市長、菊池俊彦角田市教育委

員会教育長と覚書に署名、交換を行う他、本学から書棚や書籍の寄贈も行われました。 

 今後は連携協定に基づき、幼児期の教育の検討、児童生徒の学力向上、教職員の研修等、多分

野における教育の調査・研究を継続的に実施するとともに、角田市・宮城教育大学連携支援推進室

を設置し、これを拠点として相互に連携を深め、教育の振興を図って参ります。 

 

大郷町・大郷町教育委員会と 

「連携協力に関する覚書」取り交わし 

 
２

平成 24 年 2 月 21 日、本学は大郷町・大郷町教育委員会と

「連携協力に関する覚書」の締結をいたしました。連携協定の

締結は大郷町・大郷町教育委員会で 12 か所目となります。 

本学は今年度大郷町にて初めて実施された「大郷町サマース

クール・ウインタースクール（学習支援ボランティア）」へ学生を

派遣しており、今後はさらに小中一貫教育等へ連携事業の幅

を広げたいということから、この度の締結に至りました。当日は、本学の高橋孝助学長が大郷町役場

を訪れ、赤間正幸大郷町長、鹿野毅大郷町教育委員会教育長と覚書に署名、交換を行いました。 

今後は、児童・生徒の学力向上、教員の養成・研修、幼児・児童・生徒の学校生活の支援、大学及

び学校における教育研究面での協力等、教員の資質能力の向上及び教育上の諸課題へ的確に対

応するため、相互に連携協力して研究・協議を行うとともに、その具体化を図り、その成果を生かして

双方の教育の充実・発展に貢献していくことが期待されています。
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Ⅷ 協定等締結 その他  

 

宮城教育大学グリーンウェイブ活動 ３
 

グリーンウェイブ活動を 5 月 20 日に開催しました。本学では、一昨年からこの活動を実施して

いますが、今年は、3 月 11 日の「東日本大震災」後のため、各地域で「グリーンウェイブ活動」の

取り組みが可能かと危惧する声もありました。しかし、こんな時こそ実施すべきと、本学附属小学

校、気仙沼市地域、大崎市田尻地域、富谷町、東北大学大学院環境科学研究科、仙台市八木

山動物公園などが各地域で開催しました。本学の植樹には、「仙台広域圏ＥＳＤプロジェクト（本

学が事務局を担当）」のメンバーである、宮城県環境政策課及び仙台市環境都市推進課の方や、

本学へ留学中のガーナ、モンゴル、インドからの留学生も参加しました。一昨年に萩 3 本を植樹

したバタフライガーデンに、更に萩 5 本を追加植樹し、その場所を将来『萩の丘』とすることを計画

しています。 

また、昨年同様の「いのちの粘土団子」・「バケツ稲」も実施しました。今後、東北地方の地域再

生を目指し、持続的な活動となるよう継続して実施していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河北新報社との連携事業に基づく講師依頼 ４
 

河北新報社との連携事業の一環として、今年度も「授業への新聞活用」が積極的に行われま

した。附属小学校では、５・６年生を対象として、新聞記事を読む時間を設け、日頃から新聞を読

む習慣を身につけ、時事に興味を持たせる取り組みが行われています。 

また、大学では大学院と学部の授業でそれぞれ新聞を取り入れ、「教育現場にどのように新聞

を活用するか」等、実践の方法を学生に考えさせました。 
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