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特別支援教育支援員講習会（気仙沼）
サテライト公開講座

（ 気仙沼市・白石市・南三陸町・大崎市）
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
登米市環境出前講座
角田市幼児教育懇談会
IIDEA研修
JICA集団研修
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平成25年度宮城教育大学公開講座
学都仙台コンソーシアム
サテライトキャンパス事業
ロビーコンサート in 仙台市天文台
教科書展及び講演

「歴史のなかの教科書～高度経済成長期の教育～」
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地（知）の拠点整備事業

グリーンウェイブ活動2013

河北新報社との連携事業に基づく講師依頼
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公開講座実施一覧

教員免許状更新講習実施件数
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「学府くりはら塾」
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基礎学力の共同研究
みやぎの子どもの
体力・運動能力充実プロジェクト
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校内研究等支援事業
小学校英語教育研究センター
公開ワークショップ講演会
宮城県仙台向山高等学校
アカデミックインターンシップ
高大連携事業地域開催公開講座
小学生のための音楽鑑賞会

「ふれあいオーケストラ」
学生サポートスタッフ等
ボランティア派遣事業
教師を志す高校生支援事業
大学見学・研究室訪問受け入れ
Riceプロジェクト
～アジア地域の学校間交流～
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平成14年 3月 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 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 連携機関による
「連携推進協議会」設置、開催

平成15年 3月 連携の歩み「絆２００２」刊行
　　15年 5月 平成１５年度「連携推進協議会」開催
平成16年 3月 学都仙台サテライトキャンパス

設置等に関する協定締結
　　16年 3月 連携の歩み「絆２００3」刊行
　　16年 6月 平成１６年度「連携推進協議会」開催
　　16年 12月 高大連携特別授業の公開に係る協定締結
平成17年 3月 連携の歩み「絆２００４」刊行
　　17年 6月 平成１７年度「連携推進協議会」開催
平成18年 3月 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 5月 岩沼市教育委員会と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

　　18年 3月 連携の歩み「絆２００５」刊行

　　18年 6月 平成１８年度「連携推進協議会」開催
平成19年 3月 登米市と

「環境教育に関する連携協力協定」締結
　　19年 3月 連携の歩み「絆２００６」刊行
　　19年 6月 平成１９年度「連携推進協議会」開催
　　19年 9月 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

　　21年 7月 仙台市天文台と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

平成20年 2月 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 連携の歩み「絆２００７」刊行
平成21年 3月 連携の歩み「絆２００８」刊行

　　21年 8月 平成２１年度「連携推進協議会」開催

　　22年 3月 連携の歩み「絆２００９」刊行
　　22年 11月 平成２２年度「連携推進協議会」開催
平成23年 3月 連携の歩み「絆２０１０」刊行
平成24年 2月 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 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

　　21年 11月 （株）河北新報社と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

平成22年 3月 国立大学法人筑波技術大学と
「連携協力に関する協定」締結

　　24年 3月 連携の歩み「絆２０１１」刊行

　　25年 3月 連携の歩み「絆２０１２」刊行

平成25年 2月 大崎市教育委員会と
「連携協力に関する覚書」取り交わし
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協定等締結その他Ⅸ
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研修関係事業Ⅵ

CONTENTS

連携の歩み



不登校支援ネットワーク/公開研究会
第2回ユネスコスクール東北大会
第3回ユネスコスクール宮城県大会を開催
国際教育シンポジウム2013
地域と協働する大学づくりシンポジウム
2013年度 特別支援教育フォーラムを開催
英語教育フォーラム
南東北大学連携研究会について
第16回OECD/Japanセミナー

1 02

02
04
05
06
07
08
09

･･･････････････････

･････････

･････････････････････････････････････

･･････････････

･･･････

･････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････

････････････････････････････････

3

4

5

6

7

8

2

岩沼市 夢・あこがれ支援事業
理科大好きフェスティバル
サイエンス・スクール（岩沼市）
2014 ESDサイエンスカフェ 
IN KESENNUMA
スペースラボ in 仙台市天文台
スペースラボ in 本吉・気仙沼
気仙沼図書館「実験工作教室」

1

16
16

17
17
18
18

･････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････

･･････････････････････････････････

角田市「はやぶさまつり」
大郷サマースクール・ウィンタースクール
留学生派遣交流事業
平成25年度ものづくりチャレンジ教室

19
19
20
21

･･･････････････････････････････････････････

･････････････

････････････････････････････････････････････････････

･････････････

3

4

5

6

7

8

9

10

2

特別支援教育支援員講習会（気仙沼）
サテライト公開講座

（ 気仙沼市・白石市・南三陸町・大崎市）
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
登米市環境出前講座
角田市幼児教育懇談会
IIDEA研修
JICA集団研修
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平成25年度宮城教育大学公開講座
学都仙台コンソーシアム
サテライトキャンパス事業
ロビーコンサート in 仙台市天文台
教科書展及び講演

「歴史のなかの教科書～高度経済成長期の教育～」
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教育復興支援センター棟竣工式・竣工記念
オープニングシンポジウム
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地（知）の拠点整備事業

グリーンウェイブ活動2013

河北新報社との連携事業に基づく講師依頼
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公開講座実施一覧

教員免許状更新講習実施件数

出前授業・講師派遣・大学見学実施件数
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フォローアップ講座
「学府くりはら塾」
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基礎学力の共同研究
みやぎの子どもの
体力・運動能力充実プロジェクト
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校内研究等支援事業
小学校英語教育研究センター
公開ワークショップ講演会
宮城県仙台向山高等学校
アカデミックインターンシップ
高大連携事業地域開催公開講座
小学生のための音楽鑑賞会

「ふれあいオーケストラ」
学生サポートスタッフ等
ボランティア派遣事業
教師を志す高校生支援事業
大学見学・研究室訪問受け入れ
Riceプロジェクト
～アジア地域の学校間交流～
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平成14年 3月 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 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 連携機関による
「連携推進協議会」設置、開催

平成15年 3月 連携の歩み「絆２００２」刊行
　　15年 5月 平成１５年度「連携推進協議会」開催
平成16年 3月 学都仙台サテライトキャンパス

設置等に関する協定締結
　　16年 3月 連携の歩み「絆２００3」刊行
　　16年 6月 平成１６年度「連携推進協議会」開催
　　16年 12月 高大連携特別授業の公開に係る協定締結
平成17年 3月 連携の歩み「絆２００４」刊行
　　17年 6月 平成１７年度「連携推進協議会」開催
平成18年 3月 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 5月 岩沼市教育委員会と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

　　18年 3月 連携の歩み「絆２００５」刊行

　　18年 6月 平成１８年度「連携推進協議会」開催
平成19年 3月 登米市と

「環境教育に関する連携協力協定」締結
　　19年 3月 連携の歩み「絆２００６」刊行
　　19年 6月 平成１９年度「連携推進協議会」開催
　　19年 9月 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

　　21年 7月 仙台市天文台と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

平成20年 2月 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 連携の歩み「絆２００７」刊行
平成21年 3月 連携の歩み「絆２００８」刊行

　　21年 8月 平成２１年度「連携推進協議会」開催

　　22年 3月 連携の歩み「絆２００９」刊行
　　22年 11月 平成２２年度「連携推進協議会」開催
平成23年 3月 連携の歩み「絆２０１０」刊行
平成24年 2月 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 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

　　21年 11月 （株）河北新報社と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

平成22年 3月 国立大学法人筑波技術大学と
「連携協力に関する協定」締結

　　24年 3月 連携の歩み「絆２０１１」刊行

　　25年 3月 連携の歩み「絆２０１２」刊行

平成25年 2月 大崎市教育委員会と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

フォーラム等Ⅰ 教育復興支援Ⅷ

協定等締結その他Ⅸ

各種データ集Ⅹ
学校対象事業Ⅱ

児童生徒対象事業Ⅲ

学生対象事業Ⅳ
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生涯学習事業Ⅶ

共同研究事業Ⅴ

研修関係事業Ⅵ
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Ⅰ．フォーラム等
1 不登校支援ネットワーク/公開研究会

2 第2回ユネスコスクール東北大会
第3回ユネスコスクール宮城県大会を開催

宮城教育大学・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25年7月6日（土）の14時から16
時まで、仙台市内の仙台市旭ヶ丘市民センターにおいて、「不
登校・適応支援の原点」と題し、公開研究会を開催しました。

今回の公開研究会では、開設10年を迎えた仙台市適応指
導センター 「児遊の杜」の関係者と宮城教育大学教員を講師
として、講話とパネルディスカッションによって、不登校及び学
校適応支援の課題について発表と検討を行いました。教育関
係者や学生、市民等、全体で120名の参加があり、この課題
に関する理解を深めることができました。

文部科学省、宮城教育大学主催のもと、平成25年10月18日（金）に、第2回ユネスコス
クール東北大会／第3回ユネスコスクール宮城県大会を開催しました。

宮城教育大学では、平成20年に大学としてユネスコスクールに認定される以前から、ユ
ネスコスクールの普及支援・活動支援に精力的に取組んでおり、このたびの開催は、ESD

（持続可能な開発のための教育）実践の動向や、ユネスコスクールの理念について認識を
深め、東北地方におけるユネスコスクールのより一層の活性化を目的としたものです。

開会にあたり、石澤公明理事から挨拶が述べられた後、文部科学省の本村宏明 国際統
括官補佐より「日本におけるESD の推進について」、岡山市 ESD 世界会議推進局の中島陽
子 課長補佐より「2014年 ESD ユネスコ世界大会に向けて」と題した講演がありました。講
演に続いては、ユネスコスクールの活動に力を入れている仙台市立南吉成中学校の生徒約

Ⅰ フォーラム等
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100名による実践発表があり、生徒達の発表・歌唱に、会場から温かい拍手が送られました。
午後には、大崎市教育委員会の田中政弘指導主事ならびに大崎市立大貫小学校の佐藤

弘子教諭より、宮城教育大学が中心となって進めている ASPUnivNet の事業「Riceプロ
ジェクト」のもと、タイの学校と交流した実践事例について報告があった後、今年度より創
設した第1回東北地区・宮城教育大学ユネスコスクール実践大賞の表彰式を執り行い、仙
台市立南吉成中学校、気仙沼市立馬籠小学校の2校が大賞に選出されました。

その後、「東日本大震災から3年目の防災教育の現状と持続可能な開発のための教育～
地域から世界へ～」と題したパネルディスカッションでは、気仙沼市教育委員会の及川幸
彦 副参事、ハリウコミュニケーションズ株式会社の菊地淳 専務取締役をパネリストとし、
宮城教育大学附属国際理解教育研究センター長の小金澤孝昭教授の進行のもと、教育行
政、企業、大学の視点から積極的な意見交換を行いました。また、「持続可能な循環型社
会」「地域と文化多様性」の2つのテーマで分科会を開催し、宮城県内のユネスコスクールか
ら多種多様な実践事例が発表されました。

当日は、ユネスコスクールのみならず、ユネス
コスクールへの加盟を検討している学校や、東
北各地のユネスコ協会、大学関係者、企業関
係者など約80名が参加し、ユネスコスクールへ
の関心の高さを感じさせるとともに、今後ますま
すの発展が期待される大会となりました。

挨拶をする石澤公明理事

中島陽子 岡山市 ESD 世界会議推進局課長補佐本村宏明 国際統括官補佐

会場の様子パネルディスカッション

Ⅰフォーラム等
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3 国際教育シンポジウム2013

宮城教育大学環境教育実践研究センター・国際教育のための資源活用を進める連携会
議（代表：村松、堤、福地）が中心となり、平成26年2月1日、国際教育シンポジウム2013

「国際教育から見える地域コミュニティ～震災後の東北から考える持続可能な社会～」が実
施され、国際理解教育についての講演やグループワークが行われました。本学の根本アリ
ソン特任准教授より「イギリスから福島へ、本当のふるさとは何？」と題し、来日後福島の
学校で行ってきた英語教育や国際交流、2011年の震災での体験について、先生の経験を
踏まえて、参加者との対話を通して講演が行われました。

その後、2つの分科会に分かれ、グループワークをおこないました。1つ目は、「防災副読
本を活用した模擬授業 / 海外の防災事情」と題し、仙台市立桜丘小学校の松下武士教諭
が防災副読本を活用した外国語活動に関する模擬授業をおこないました。また、仙台市立
岩切中学校 ALT  カールステン・コノハ氏はミネソタ州での避難訓練について、仙台市立西
多賀中学校 ALT  レジナ・ロクヤン・ソ氏はカナダの防災事情について、話題提供をしてい
ただき、各国の防災教育について議論をおこないました。2つ目は、「青年海外協力隊の経
験を活かした震災後の地域再生支援」と題し、震災直後から復興支援活動を進めている
青年海外協力協会より、2名の講師をお迎えし、復興支援の現状や課題、地域再生に向け
ての支援のあり方について討論しました。

外国人ゲストの体験や考え方などに触れることで、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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4 地域と協働する大学づくりシンポジウム

平成25年5月10日、文部科学省講堂にて地域と協働する大学づくりシンポジウムが開催
され、講演、事例報告や討論の他、本学を含む18大学がパネルを出展しました。

今回のシンポジウムにおいて本学は、昨年11月に開催した全国生涯学習ネットワーク
フォーラム2012宮城分科会における熟議の様子や、熟議結果を基に実施された取り組みに
ついてパネル展示し、本学学生2名が説明を担当しました。参加者である他大学の教授など
大学関係者を相手に説明し、意見交換をすることは、本学の学生にとって良い経験となりま
した。

Ⅰフォーラム等
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5 2013年度 特別支援教育フォーラムを開催

宮城教育大学附属特別支援教育総合研究センター、同教育復興支援センター共同主催
のもと、平成26年3月1日（土）に、2013年度 特別支援教育フォーラムが、仙台市シルバー
センターを会場として開催されました。特別支援教育総合研究センターは平成16年10月に
設立されましたが、その前年の平成15年より、毎年、特別支援教育フォーラムを開催してい
ます。

11回目の開催となる今年度は、「震災から3年－これからの子どもたちの元気を支援するた
めに」をテーマとし、東日本大震災から3年を経て、これまで教育現場で行われてきた復旧・
復興の取組の中で得た気づきや、明らかになってきた今後の中・長期的な課題について、多
角的な視点から考えることを目的として開催されました。

基調講演では、「子どもたちの真の復旧・復興を目指して」と題し、震災によって深刻な被
害を受けた宮城県女川町で教育長の重責を果たされている村上善司氏を講師に迎えました。

その後、京都教育大学教授の郷間英世氏、武蔵野大学教授の藤森和美氏、宮城県立
石巻支援学校長の今野和則氏をパネリストに迎え、教育復興支援センターの野澤令照特
任教授のコーディネートのもと、パネルディスカッションが展開されました。

当日は、全国各地から60名超の参加があり、震災から3年を経ても復旧・復興の道半ば
である現状の報告に皆神妙な面持ちで耳を傾けていました。同センターでは、次年度以降
も継続して同フォーラムを開催することとしています。

挨拶を述べる見上学長 講演する村上教育長

Ⅰ フォーラム等
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6 英語教育フォーラム

小学校外国語（英語）活動が必修化され、3年が過ぎようとしております。また、今年度
４月から高等学校の新学習指導要領が完全実施となり、英語教育の新たな体制が始まると
同時に、小学校英語活動のさらなる充実を期して、「教科化」が話題になっております。そこで、
小学校英語教育研究センターとして、小・中・高・大学での英語教育を視野にいれ、小学
校英語活動の教科化の課題と期待についてみなさんと意見交換の場を設けるべく、平成26
年3月29日（土）にフォーラムを開催いたしました。

内容は、①ワークショップ （演題：クラスルーム・イングリッシュ、講師：宮城教育大学　
准教授 リース・エイドリアン）、②講演（演題：小学校外国語活動の成果と課題、そしてこ
れから、講師：文部科学省初等中等教育局国際教育課教科調査官 直山木綿子 氏）、③シ
ンポジウム（演題：小学校英語活動の教科化と小・中・高・大の連携、パネリスト：仙台市
立北六番町小学校 柏木孝之 氏、宮城県教育庁義務教育班 千葉睦子 氏、仙台市立向山
小学校 遠藤恵利子 氏、宮城教育大学教授 板垣信哉）でした。

Ⅰフォーラム等
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7 南東北大学連携研究会について

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。平成23・24年度と継続的に開かれた研究会を引き継ぐ形で、今年度も定期的に研
究会を重ね、自由な雰囲気の下で活発に意見交換を行ってきました。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点です。

今年度は、平成24年度に山形大学において試験的に開講した災害復興学に関する講義
を引き続き開講するとともに、そのために3大学が共同で編集・執筆作業を行ってきたテキ
ストの初版が発行されました。また、そうした大学生向けの企画とは別に、広く一般市民向
けの企画として、「南東北3大学連携市民講座」および「南東北3大学連携シンポジウム」を
開催しました。市民講座は、平成26年3月から4月にかけて、山形、仙台、福島を会場として、
それぞれ「東日本大震災、人間復興を目指して（山形）」、「南東北3国立大学が取り組む『地

（知）の拠点整備事業』（仙台）」、「地域における国際交流と教育の課題（福島）」をテーマに
順次実施する予定です。また、シンポジウムは、平成25年12月に、仙台市の仙台市情報・
産業プラザを会場として、「東北の未来創りと大学の使命」というテーマで実施しました。

こうした企画以外にも、それぞれの大学がどのような活動をしているかの情報交換を行っ
てきましたが、今後は、更に多面的な情報交換がなされるものと思われ、検討の広がり・
深まりが期待されているところです。

Ⅰ フォーラム等
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8 第16回OECD/Japanセミナー

平成26年2月9日（日）に、仙台国際センターにおいて、第16回 OECD/Japan セミナー
が文部科学省及び本学、経済開発協力機構（OECD）主催の元、開催されました。

当日は、「キーコンピテンシー／ 21世紀スキル」に焦点をあて、OECD 生徒の学習到達
度調査（PISA）2012の結果を踏まえた分析や、宮城教育大学における持続可能な開発の
ための教育（ESD）に関する活動、福島大学が OECD の協力を得て進めている復興教育の
試みの紹介を通じ、OECD の最新の分析と教育現場での実践の両面から議論を行いまし
た。

78年ぶりの大雪の中、集まった参加者達は、OECD 教育・スキル局アンドレアス・シュラ
イヒャー次長をはじめ、見上一幸学長、福島大学三浦浩喜教授、エトヴェシュ・ロラーンド
大学ガボー・ハラス教授らの講演を熱心に聴講し、知見を深めているようでした。

Ⅰフォーラム等



10 2013「絆」連携の歩み

Ⅱ．学校対象事業
1 出前授業

2 校内研究等支援事業

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問い合わせは増加しており、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59件65名の教員が足を運びました。

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、角田市内の小・中学校における校内研修支援
や仙台高等学校等、45件54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。

Ⅱ 学校対象事業
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3 小学校英語教育研究センター公開ワークショップ講演会

宮城教育大学小学校英語教育研究センターでは、年間を通じて様々な大学から教授を
招聘し、公開ワークショップや講演会を実施しています。

平成25年6月17日（月）、18日（火）、19日（水）には、トロント大学教授のニーナ・スパ
ダ教授を招聘し、公開ワークショップを開催しました。同氏は、元アメリカ応用言語学会
会長で、第二言語習得研究の世界的第一人者です。著書の「How Language are learned

（4th ed. Oxford）」は世界的に広く読まれております。
当日は、外国語（英語）科授業における語彙・文法指導のためのフィードバックの機能と

可能性について近年の研究成果を踏まえて話題を提供していただきました。宮城県内外の
現職教員を中心に活発の意見交換が行われました。参加者数は150名でした。

7月6日（土）には、オーストラリアのメルボルン大学准教授、ネオミー・ストーチ氏による
講演会を実施しました。当日は、ストーチ氏に外国語習得におけるペアワークの役割や効
果に関する最新の研究について紹介していただき、集まった参加者は日本における英語授
業におけるペアワークの利用について考えました。

12月10日（火）、11日（水）には、昨年に引き続き、ニュージーランドのオークランド大
学教授、Rod Ellis 氏による下記の講演会を2日間に渡って公開しました。Rod Ellis 教授
は、第二言語習得研究の第一人者で、日本でも数多くの本が読まれています。中でも、The 
Study of Second Language Acquisition（2008 年、オックスフォード大学出版会）は、
｢英語教育研究におけるバイブル｣ と言われています。

当日は、タスク中心の教授法の概観と学習者の意識昂揚タスクの実践について講演をい
ただきました。タスク重視型の英語教育について理解を深めることができました。平日にも
関わらず、宮城県内外から150名を超える参加がありました。

Ⅱ学校対象事業
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4 宮城県仙台向山高等学校アカデミックインターンシップ

5 高大連携事業地域開催公開講座

平成25年8月8、9日に宮城県仙台向山高等学校の2年生が本学を訪れ、研究室体験や
職員による大学探検、本学に在席している向山高校 OB・OG からの講話を通じて大学での
生活を体験しました。

本学技術教育講座小野教授・安藤准教授の両研究室で、高校生達は2日間に渡って大
学の授業を体験しました。高校生にとって充実した2日間となりました。

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25年7月18日、31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
本学学校教育講座平真木夫教授が「イメージはどこまで絵画的か？　～記憶の生成的な側
面～」と題して、佐沼高等学校では本学学校教育講座田端健人教授が「教育学って何だろ
う？」と題して、それぞれ講義を行いました。

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。

Ⅱ 学校対象事業
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6 小学生のための音楽鑑賞会 「ふれあいオーケストラ」

平成25年9月26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て豊かな人間
性を養ってもらおうとの趣旨から、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10回目を数え、仙
台市内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、また、映画「パイレーツオ
ブカリビアン」のテーマ曲中には、主人公ジャックスパロ
ウが登場し、会場は大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たり、楽器の解
体モデルを説明するなどして、子ども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。

7 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25年度は、125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。

Ⅱ学校対象事業
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8 教師を志す高校生支援事業

宮城教育大学では、平成25年8月8日（木）、9日（金）の2日間、教育講演会や大学の
研究室体験、支援学校等の学校見学を通じ、将来、宮城県の教育を担おうとする志を持っ
た高校生に、その意識の高揚と確かな学力の向上に寄与することで進路希望の達成に役立
たせることを目的に、宮城県教育委員会との共催で、「教師を志す高校生支援事業」を開催
しました。

1日目（8日）午前には、宮城教育大学4年・木村咲子さん、宮城県水産高校教諭・遣水
英児氏、宮城県教育委員会教育次長・熊野充利氏の3名を講師に招き、教育講演会を行
いました。

続いて同日午後及び2日目（9日）には、希望する研究室毎
に分かれ、研究室体験を行いました。

参加した高校生からは、「自分がどうして教師になりたいの
かを改めて考えることが出来ました。」といった意見や「絶対
に教師になる！」といった決意が寄せられ、満足度が高かっ
たことが伺えました。

また、研究室体験に協力した教員からも、「教師になりたい
という明確な目標を持っている高校生たちが相手なので、指
導し甲斐があった」など、好意的な意見が寄せられました。

本事業は今年度から実施したもので、周知期間が短かった
にも関わらず、約200名の高校生が参加しました。

9 大学見学・研究室訪問受け入れ

本学では学校支援の一環として、中学生の大学見学・研究室訪問を受け入れております。
平成25年度は19校を受け入れ、大学概要の説明やキャンパスツアー等を実施いたしました。
今後も、こうした学校への
支援を継続していきます。

Ⅱ 学校対象事業
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10 Riceプロジェクト～アジア地域の学校間交流～

文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、ユネスコスクール支援大学間ネットワーク
（ASPUnivNet）、宮城教育大学の主催のもと、平成25年11月30日（土）に、第5回ユネス
コスクール全国大会のサイドイベントとして、『Riceプロジェクト～アジア地域の学校間交流
～』を、玉川大学を会場として開催しました。

このプロジェクトは、アジア諸国で共通の主要な農作物である「Rice（おこめ／イネ）」を
題材として、各国のユネスコスクールが取り組んでいる、稲作と環境・生物多様性、稲作と
地域の伝統文化・芸能・祭事、稲作と食文化・食の安全、あるいは植物としてのイネの栽
培など、さまざまなテーマでの学習の取り組みを踏まえて、
日本と諸外国の、あるいは日本国内でのユネスコスクール同
士の交流を促進することで、教育の質の向上を目指したもの
です。

当日は、タイから、トラン市プリンセスチュラポーン高校の
Sutarat Chamnannoh 氏およびアユタヤ市ジラサートウィッ
タヤ学校の Pathompong Supalert 氏を、韓国からはキョ
ンナム地域学校の Jung Wonok 氏および Kin Younghee
氏を招聘し、タイおよび韓国のユネスコスクールの活動につ
いて報告がありました。また、大崎市立沼部小学校の一條
裕校長および佐藤弘子教諭、大崎市教育委員会の田中政弘
指導主事、宮城教育大学の島野智之准教授からは、タイの
ユネスコスクールとの国際交流について、宮城教育大学の市
瀬智紀教授からは、韓国のユネスコスクールとの国際交流に
ついて、それぞれ事例紹介がありました。

その後、京田辺シュタイナー学校の太田和見氏、大阪府
立住吉高等学校の山中啓子氏より、各校でのユネスコスクー
ルとしての活動について実践報告があり、参加者からは、ユ
ネスコスクール活動の継続性、国際交流にこぎつけるまでの
流れ等について、多くの質問が寄せられました。

ユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet）
および宮城教育大学では、引き続きRiceプロジェクトを推
進するとともに、交流の質向上に努めていくこととしています。

京田辺シュタイナー学校　太田和美 氏

大阪府立住吉高等学校　山中啓子 氏

（左）タイ王国ジラサートウィッタヤ学
校　Pathompong Supalert 氏

（右）島野智之 宮教大准教授

挨拶をする石澤公明 宮教大理事

Ⅱ学校対象事業
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Ⅲ．児童生徒対象事業
1 岩沼市 夢・あこがれ支援事業　理科大好きフェスティバル

2 サイエンス・スクール （岩沼市）

平成25年10月19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」が岩沼市立西小学
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、市内の小中学生やその
保護者を対象に、「水の世界　不思議な性質を調べよう」というテーマで、水の状態変化、
瞬間的な色調の変化、ものの溶け方などに関する簡単な実験を通して、身近なものへの関
わりや自然環境の仕組みなどについて学ぶブースの出展を行いました。

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、宮城教育大学の学生もボ
ランティアとして、子どもたちとふれあいに参加し、大いにフェスティバルを盛り上げました。

平成25年10月28日、30日に、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26年度只野文哉 記念 小中学校科学技術奨励事業「第
9回サイエンス・スクール」（科学技術に関する講演会）が、岩沼市立岩沼小学校と岩沼市立
岩沼中学校を会場として開催されました。

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年全員（113名）を対象と
した面白実験教室を行い、身近な科学の楽しさを紹介しました。また、中学校2年生（136名）
を対象に、物質の三態変化（固体空気、液体空気、気体の空気）や二酸化炭素を用いた
溶解実験など、授業では見ることのできない諸現象を簡単に再現し、科学技術の活用や応
用などについて解説し、生徒の「科学する心」の育成に貢献しました。

Ⅲ 児童生徒対象事業
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3 2014 ESDサイエンスカフェ IN KESENNUMA

4 スペースラボ in 仙台市天文台

平成26年2月22日（土）、気仙沼中央公民館にて、「2014ESD サイエンス・カフェ in 
KESENNUMA」が実施され、児童生徒、学校関係者、一般の方々など約80名が参加しま
した。

開会式では平成25年度気仙沼児童・生徒理科研究コンクールの表彰式が行われ、10作
品の作者が表彰されました。第1部では「平成25年度気仙沼地方 ESD・科学発表」として
小中学校、高校、一般の方からの発表があった後、教職大学院 田幡憲一教授による講評
がありました。

その後のサイエンス・カフェでは、「アクティブな自然観察今昔」をテーマに、尾形竜一氏
と鈴木和博氏が話題提供を行い、参加者と気仙沼の理科教育について話し合いました。

仙台市天文台と本学の連携事業である「スペースラボ in 仙台市天文台」は、「宇宙」「天
文」をキーワードとした体験型科学実験教室であり、平成21年度より実施しています。平成
25年度は、本学理科教育講座 笠井香代子 准教授、高田淑子 教授、田幡憲一 教授、内
山哲治 准教授、小林恭士 准教授及び学生が中心となって開催しました。

仙台市と近郊地域から参加者を募集して仙台市天文台で実施した「瞬間をうつす」、「光は
何色？－色って何だろう－」、「植物も夜はねむくなるの？－
昼と夜のひみつ－」、「止まっているのに動いている？！－瞬
間の連続－」の4回のプログラムのほか、岩沼から仙台市
天文台への日帰りバスツアー企画による実験教室および天
文台見学会「集まれ！岩沼の星空探偵団」を実施しました。

これらの計5回のプログラムで、延べ95名の小・中学生
が集いました。参加者アンケートでは、「楽しかった」「また
やってみたい」という声が95% 以上とたいへん好評であり、
また、実験観察教室などに初めて参加した初心者が約半
数を占めるなど、理科好きの子どもたちの裾野を広げるこ
とにも貢献できました。今後も本企画をより充実させて実
施する予定です。

Ⅲ児童生徒対象事業
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5 スペースラボ in 本吉・気仙沼

6 気仙沼図書館 「実験工作教室」

仙台市天文台と宮城教育大学がタッグを組んで行うスペースラボの番外編、スペースラボ 
in 本吉・気仙沼が、2013年9月15日に気仙沼市本吉公民館にて行われました。

第1部（15時―17時30分）のワークショップでは、本吉地区の小学生21人が参加し、仙
台市天文台松田佳奈企画担当員と本学理科教育講座教員と学生とともに、自分の天体望
遠鏡を製作しました。また自作の天体望遠鏡を使って星を見る練習をしました。

夜には、仙台市天文台の移動天文車ベガ号がやってきて、集まった親子連れに、ベガ号
の天体望遠鏡を紹介するとともに、曇天ながら雲間に見える月を観測しました。

気仙沼市教育委員会と宮城教育大学との連携事業「気仙沼図書館実験工作教室」が、
平成25年7月13日（土）、当市図書館にて実施されました。

今年度は、環境教育実践研究センターの
溝田准教授と本学学生6名が「蜂蝋（はちろ
う）であそぼう！」と題して、キャンドル作り
やクレヨン作りを指導しました。市内の1年生
から4年生までの小学生とその家族18名が参
加し、「ろうそくを作れた事が思い出になった」
といった感想をいただきました。

Ⅲ 児童生徒対象事業
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7 角田市 「はやぶさまつり」

平成25年9月8日（日）、角田市スペースタワー・コスモハウスにて、「第1回はやぶさまつり
「宇宙っ子科学屋台村」」が実施され、宮城教育大学から「光を体験してみよう！」と題し、
理科教育講座内山哲治 准教授が実験ブースを出展しました。当日は、800名もの親子連
れが会場を訪れました。

昨年度の参加に引き続き今回は、身近にあふれる光をテーマに多岐にわたる実験を行い
ました。光の反射・屈折などの基本的な実験から光と関係なさそうな光と温度の実験、更
には光を用いた通信の実験など光を分解したり合成したり、子どもたちは大変そうでした。
なかでも一番人気が高かったのは、暗幕を使った簡易暗室の中での宝探し！でした。真っ暗
闇の中で私たちの目には何も見えない所を暗視スコープで赤外線を通してみることによって、
子どもたちは「すごーい！！」と歓声をあげ普段出来ない体験に大興奮のようすでした。

角田市・角田市教育委員会とは、平成24年2月に連携協定を結んでから、サマースクール
（学校支援・学習支援）や教員免許状更新講習などの事業を行ってきました。本はやぶさま
つりには昨年から続く出展で、今後の継続が期待されるイベントとなりそうです。

8 大郷サマースクール・ウィンタースクール

大郷町の大郷小学校及び大郷中学校を会場に、平成25年8月19日（月）～23日（金）と
平成25年12月24日（火）～26日（木）の期間で、大郷町サマースクール・ウィンタースクー
ルを実施しました。本学から、夏は12名、冬は8名の学生が講師として大郷町を訪問し、参
加した児童・生徒達が、自ら進んで勉強する習慣を夏・冬休みを利用して身につけられるよ
う学習支援に取り組みました。本学では、次年度以降も継続して実施していく予定となって
います。

Ⅲ児童生徒対象事業
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9 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25年11月27日にミャンマーとウズベキスタンからの留学生３名が、栗原市
立花山小学校、栗原市立鶯沢小学校を、11月29日に中国、台湾、ミャンマーからの留学生
５名が栗原市立瀬峰小学校、栗原市立志波姫小学校を訪問しました。

各国の紹介や簡単なゲームや遊び等の交流を通じて、児童たちは楽しみながら言葉や文
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踊り、合唱
などを披露してもらったり、日本の給食を食べてみたりと、楽しいひと時となりました。そして、
何よりも明るく元気な子どもたちとの交流がよい思い出になったようです。

Ⅲ 児童生徒対象事業
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10 平成25年度ものづくりチャレンジ教室

宮城教育大学大学祭（平成25年10月26日～27日）の日程に合わせて、「ものづくりの部
屋」として、「ものづくりチャレンジ教室」を技術教育講座で企画し、情報・ものづくりコー
ス及び技術教育専攻の学生が主体となって指導する形態で教室を実施しました。大学祭企
画としては、平成24年度に続く２回目の教室になりました。平成24年度に実施した（1）ジェ
ルキャンドル作り（参加 :153人）、（2）光るアクリル飾り作り（参加：82人）、（3）ビー玉万華
鏡作り（参加：35人）に加えて、新たに（4）マスキングシールを貼ってサンドブラスト手法
によってデザインするガラスコップ加工（参加85人）の教室を加えました。また、ポップコー
ンが熱ではじける仕組み・歴史などを学習しながら、自由な味付けを楽しめるポップコーン
作り・わたあめ作りも並行して実施しました。平成24年度と同様に各30分のコースとして、
10人 / コース×6回×2日で実施計画を立て、80～100人（最大120人）を想定して準備をし
ました。小さな子どもを主対象にしたビー玉万華鏡以外は想定及び想定以上の参加者数に
なり、ジェルキャンドル作りでは用意した材料の一部が不足してしまいました。子どもが主
対象の企画ですが、大学生や保護者も楽しめる企画にすることができました｡ 新しい企画
であるガラスコップ加工では、ガラスコップをマスクする作業に手間取る人も多く、１～２時
間を要する場合も出てしまいましたが、できあがった作品の完成度は高くて、満足いただけ
る教室になりました。持ち帰った日にすぐに使ったという、うれしい感想を後日たくさんいた
だきました。小学校低学年から大学生（保護者）までの幅広い年齢層がそれぞれの興味に
合わせてコースを選ぶことができて事前に参加者を確保できる集客効果が高く、大学祭を
盛り上げる企画としても貢献できました。

Ⅲ児童生徒対象事業
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Ⅳ．学生対象事業
1 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」、「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。
「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・中の各学校に41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との関係理解を中心とした実習を行っていただきました。

応用実践実習（図工）の様子

Ⅳ 学生対象事業
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2 「学府くりはら塾」

平成20年度にスタートした「学府くりはら塾」は今年度も下記の通り実施されました。
《夏休み学習会》

①実施期間
　中学生の部　8月16日（金）～20日（火）　5日間
　小学生の部　8月21日（水）～23日（金）　3日間
②実施会場
　中学生の部：築館中学校
　小学生の部：栗原市役所金成庁舎

《冬休み学習会》
①実施期間
　中学生の部　12月23日（月）～25日（水）　3日間
　小学生の部　12月26日（木）～27日（金）　2日間
②実施会場
　中学生の部：栗原市役所金成庁舎
　小学生の部：栗原文化会館・栗原市役所金成庁舎
中学生に対しては、既習事項を基に、学生が事前に作成した問題による個別指導や一斉

指導を展開して、生徒の苦手意識や課題克服をめざし、小学生に対しては、学校から出さ
れた長期休業の課題や、教育委員会で準備した問題に取り組む過程での個別支援を行い
ました。

中学生に対しては、学生が作成した問題の内容や、それに基づく一斉指導に対する生徒
の反応も良好で、小学生においても、個別指導が中心のために日を追うごとに児童との信頼
が強くなり、自ら手を挙げて質問するような光景も見られ、充実した学習会となりました。

Ⅳ学生対象事業
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Ⅴ．共同研究事業
1 基礎学力の共同研究

本学と仙台市教育委員会とは平成14年に「連携協力に関する覚書」を取り交わしたこと
から、様々な具体的連携事業を実施してきましたが、その一つの取り組みとして、「仙台市
確かな学力研修委員会」での連携・協力が挙げられます。

この委員会の目的は、“ 本学と仙台市教育委員会が連携しながら、仙台市標準学力検査
及び全国学力・学習状況調査の結果を分析・検証し、仙台市の児童生徒の学力の実態等を
把握する。そして、分析や検証の結果明らかになった仙台市の課題を解決するために、効
果的な指導法や取組等を検討・実践するとともに、その成果の普及を図る。また、学部学
生や大学院生の授業研究の場とする。”としています。

委員の役割としては、①大学教員は、専門的・理論的な視点から、教員（学校教頭・教
諭）は学校現場における実践的な視点から、指導主事は全市的及び教科専門的な視点か
ら、検査結果の分析を行うとともに課題改善に向けた指導方法の提案を行う。②大学教員
及び校長はアドバイザーとしてだけではなく、他の委員とともに様々な立場や多様な視点に
基づいて、データの分析及び指導方法の改善に取り組む。③教科部会運営は教頭が行い、
指導方法の提案指導については、センター指導主事が担当する。事務手続きや実践報告書
の作成（Web ページ等の活用）は学びの連携推進室が行う。としています。

平成25年度においても、本学の委員である教科担当教員は、上述の役割に基づき、専
門的・理論的な見地から教科部会に参画・協力し、仙台市標準学力検査の結果分析、教
科ごとの指導方法、提案授業に関して参画・指導助言等を行っています。また、市内の各
学校で開催された提案授業会には、教員を目指している多くの本学在学生が参加していま
す。

Ⅴ 共同研究事業



25KIZUNA 2013

2 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、宮城教育大学、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、平成15年から平成24年までの10年
間実施されてきたプロジェクトの成果を更に発展させるための新たなプロジェクトとして実施
されています。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、新たなプロジェクトの初年度として、学校のみではなく、学校を取り巻く地域
社会への啓蒙を図る取り組みを始めました。

Ⅴ共同研究事業
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Ⅵ．研修関係事業
1 特別支援教育支援員講習会 （気仙沼）

平成25年12月25日（水）、平成26年2月9日（日）に気仙沼市中央公民館にて市内小・中
学校の特別支援教育支援員を対象に、特別支援教育の資質向上を目的とする特別支援教
育支援員講習会を行いました。12月25日は植木田准教授が、2月9日は寺本講師がそれぞ
れ午前中にテレビ会議システムを使った講義を行い、午後は野口教授のワークショップを交
えた授業が行われました。受講者から「久しぶりに新たな気持ちでお話が聞けて、とてもよ
かった」、「「誰のための支援」なのかという事を改めて考えさせられました」といった感想が
寄せられた事からも、充実した講習会だった事が伺えました。

Ⅵ 研修関係事業
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2 サテライト公開講座 （気仙沼市・白石市・南三陸町・大崎市）

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7月29日～7月30
日、白石市で8月19日～8月20日にそれぞれ
実施し、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・高等学校間の情報交換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、公開講座としては南三陸町で8月2日、大崎市で11月9日の計2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。

Ⅵ研修関係事業
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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

4 登米市環境出前講座

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）「これからの日本を支える人材の育成を目
指した技術分野の指導と評価」を平成25年8月6日～8月9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、10年目（11回目）の実施になりました。
中学校の現職の技術科担当教員を主たる対象とし、宮城県・仙台市（各1人）を含めて、遠く
は福岡県や徳島県等から合計17人（女性1人）の教員が参加する充実した研修になりました。

宮城教育大学は、環境教育の分野で登米市と連携協定を締結して以来、地域の環境保
全や環境開発のためのリーダー研修、学校を中心に若い世代に対する環境出前講座の開
催など、登米市環境市民会議活動などの登米行政と協働した取り組みを進めています。

平成２６年度の取り組みでは、地球温暖化対策や自然環境の保全・創造、循環型社会
形成、生活環境の保全と創造など、専門部会に分かれより深化した専門的な取り組みに発
展しており、宮城教育大学はそれぞれの部会への積極的な支援を進めています。登米市内
小・中学校への水質や生きもの調査などの学習支援、NPO や環境関連企業担当者等の専
門家への啓発、登米における植物の分布、森林の役割や活用など、地域に根ざした保全活
動を支援しています。また、登米市の環境保全に関わるリーダーたちを宮城教育大学のキャ
ンパスミュージアムに招き、リフレッシャー教材園での実体験を通して、彼らの専門力の再
構築を行うなどのトレーニングを実施しており、本学と登米市との強い連携の中で計画的な
環境リーダーの育成を進めています。

Ⅵ 研修関係事業
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5 角田市幼児教育懇談会

平成25年10月7日、12月13日、平成26年2月7日の計3回、角田市幼児教育懇談会が開
催されました。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、そして本学からは幼小連携推進研究室兼務教員2名

（佐藤哲也准教授、香曽我部琢准教授）が参加しました。
懇談会では、角田市における就学前保育・教育や子育て支援をめぐる課題や今後の展望

について、情報・意見交換が行われました。また、2月10日と2月28日の2回、佐藤哲也准
教授が角田市立枝野幼稚園・小学校を訪問して、幼小連携活動についての指導助言を行い
ました。

6 IIDEA研修

平成25年10月13日（日）～18日（金）に、タイ王国教育省管轄下の現職校長らに対する
海外研修を実施しました。この研修は、平成25年4月22日に締結したタイ王国教育省国際
教職員開発研究所（以下 IIDEA）との国際交流協定に基づいて行われたもので、IIDEAで
はこれまでにヨーロッパなどで同様の研修を実施してきましたが、日本国内での実施は、今
回の宮城教育大学が初めてとなります。

タイ王国からは、ガモン・ロドカイ教育省事務次官を団長とする総勢31名の研修員が本
学を訪問し、日本の教育制度や仙台市の教育行政に関する講義、教育復興支援センター
特任教授らとの懇談、仙台市立学校及び本学附属学校訪問など、多様な研修プログラムを
進めました。期間中、台風に見舞われたものの、最終日には、JICA 集団研修生や本学の
教職員との懇親の場が設けられ、参加者からは、充実した研修だったとの感想が多く寄せ
られました。今後は、日本の現職教員や学生を研修の形でタイ王国へ派遣することも視野
に入れており、同国との相互交流をさらに重ねていくことを検討しています。

Ⅵ研修関係事業
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7 JICA集団研修

本学において、平成25年10月17日～11月8日の期間でJICA 集団研修が実施され、世界
7カ国から9名の研修生が来訪しました。本研修は、2012年度から３年間にわたって実施さ
れ、今年度はその２年目にあたります。

今回は研修員の持つ課題意識に合わせて４つのグループを編成し、それぞれに担当教員
をはりつけて、一部をグループ別研修にするという時間を設けました。研修生達は、仙台市
内の教育関連施設等を見学し、公立学校の公開授業研究会にも参加しました。

本学では、来年度も引き続き受け入れを実施する予定となっています。

Ⅵ 研修関係事業
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Ⅶ．生涯学習事業
1 平成25年度宮城教育大学公開講座

宮城教育大学では、人々が生涯にわたって、 生きがいのある心豊かな人生を送るための
生涯学習社会の構築に貢献するために、 市民の皆様や現職教員の皆様を対象として、公開
講座を開催しております。 平成２５年度は、毎年開催している「現職教育講座」や宮城県
教育委員会主催のスクールミドルリーダー研修を兼ねた「高度な学級・学校経営力養成の
ための短期集中講座」といった現職教員向けの講座や、「やさしいゆる体操」といった広く
市民に開放された講座、連携協定締結機関である八木山動物公園の協力の下実施した「教
師のための動物園資源活用術」など、計３６講座※１を開設しました。多くの方々から高い評
価を得たアンケートの一部を紹介させていただきます。

●先生のお話もとてもわかりやすくすばらしい講座でした。ゆる体操というテーマを取り上
げていただきありがとうございます。

（「やさしいゆる体操　初級」より）  
●カウンセリング的アプローチの考え方を知ったことや具体的に仮想事例と対応方法につい

て学んだことで、学校でのさまざまな問題対応の幅が広がったように思います。
（「スクールカウンセリング」より）

●基本的なことをいろいろ教えていただき、とても勉強になりました。塑像を経験できると
ころがありませんので、是非来年もよろしくお願いいたします。

（「塑像実践ー頭像を作ろうー」より）
●４コマ構成の流れやそれぞれの講義の内容がとても良かったと思います。法規については

ほとんど初めてだったのですが、もっと学んでみたいと思わせていただいた充実した１日で
した。ありがとうございました。 

（「リーガルマインドに基づく学校経営」より）

こうした声を反映し、次年度以降も本学では公開講座を実施していく予定です。

※1　開講された講座は、巻末の各種データ集をご参照下さい。

Ⅶ生涯学習事業
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2 学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス事業

平成25年7月6日（土）、13日（土）に、学都仙台コンソーシアムが実施するサテライト
キャンパス公開講座において本学国語教育講座島森哲男教授による「漢詩ゆったり鑑賞講
座（9）」を開講しました。
「漢詩ゆったり鑑賞講座（9）」は今年度で9年目を迎え、サテライトキャンパス公開講座

の中でも人気講座となっております。今年度も100名を超える申し込みがある中二日間にわ
たって開講され、多くの参加者から「大変興味深かった」との感想をいただきました。

Ⅶ 生涯学習事業
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3 ロビーコンサート in 仙台市天文台

平成25年7月13日（土）仙台市天文台にて
「小さな空　大きな宇宙」と題し、第11回目と
なるロビーコンサートが実施されました。

本学の音楽コース、音楽教育専攻の学生や
卒業生の出演者がピアノやヴァイオリン、トラ
ンペットといった楽器演奏やソプラノの歌声を
披露し、会場に集まった親子連れなどから演
奏の度に温かい拍手が送られました。一時間
にわたって行われたコンサートには、200名を
超える来場者があり、活気に溢れた天文台のロビーには美しい音色が響き渡りました。

また、平成25年12月14日（土）には、仙台市天文台にて「キタノヒトツボシ　見エマス
カ！？」と題し、第12回目となるロビーコンサートが実施され、本学の音楽コースや音楽教育
専攻の学生、音楽サークルに所属する学生が約200名の観衆の前で、日頃の練習の成果を
発表しました。

ピアノの他にはマリンバや、カホン、ア・カペラでの演奏があり、幅広いバリエーションで
のプログラムはとても好評でした。粉雪がちらつくクリスマス・イヴ直前の天文台のロビーに、
冬の星空のような美しい音色が響きわたりました。

Ⅶ生涯学習事業
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4 教科書展及び講演
「歴史のなかの教科書～高度経済成長期の教育～」

附属図書館は、平成25年12月12日から16日までの5日間、角田市教育委員会及び角田市
図書館と共催で「歴史のなかの教科書～高度経済成長期の教育～」を同市オークプラザに
て開催しました。附属図書館では所蔵する教科書の展示事業を平成17年度から継続して館
内で実施しており、平成21年度からは学外会場での展示も行っています。

会場には、昭和20年代後半から昭和40年代前半までの、教科を網羅した教科書500点
余りを展示・紹介しました。実際に教科書を手に取って見ることができるようにしたほか、こ
の時代に関連する書籍や解説パネル展示、そして昭和の映像の上映など多角的に高度経済
成長期を理解できるように展示しました。また15日には本学の笠間賢二教授と萬伸介名誉
教授による記念講演会「高度経済成長期の教育：団塊世代が子どもだったころ」も実施しま
した。

5日間で100名を超える地元の教育関係者等が訪れ、アンケートからは「昔使った教科書と
再会できて懐かしかった。」「当時の教育の流れがよく理解できた。」や「自分が特異な時代に
生きていたことを初めて自覚した。」等といった声が多数寄せられ好評のうちに終了しました。

Ⅶ 生涯学習事業
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1 教育復興支援センター棟竣工式・
竣工記念オープニングシンポジウム

平成25年6月29日（土）、東日本大震災か
らの教育の復興、児童・生徒の教育支援、
現職教員の支援、防災教育の研究等を充実
するために整備した「教育復興支援センター
棟」の竣工式を開催しました。

式典では、見上学長からの挨拶に続き、文
部科学省をはじめ宮城県教育委員会、仙台
市教育委員会の来賓の方々から祝辞をいただ
き、最後に学生代表による決意表明が行われ
ました。

センター棟は2階建てで、学習支援ボランティアに取り組む学生のミーティングルームや
防災教育等を担う教員の研究室、会議室等を備えています。

また、午後には、「学びの力が未来を拓く～宮城教育大学が地域のためにすべきこと～」
をテーマとした竣工記念シンポジウムを仙台国際センターにおいて開催し、教育関係者を中
心に100名を超える参加者がありました。 

Ⅷ．教育復興支援
Ⅷ教育復興支援
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Ⅸ．協定等締結その他
1 地（知）の拠点整備事業

本学では、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（COC 事業）」に採択され、イノベー
ティブ・ティーチャーを養成する「宮城協働モデルによる次世代型教育の開発・普及」事業
を実施しています。教員になってからも、生涯にわたって自ら学び続け、その質的向上を目
指す教員＝イノベーティブ・ティーチャーを育成するために、本学と教育委員会が協力する
ことが本事業のねらいです。この実現には、本学の教員と学生間だけでなく、宮城県内で
活躍する教員とが日常的に教育に関する種々の情報交換をすることが不可欠になるため、
そのツールとして、CIT（Cloud for Innovative Teaching）と名付けた、ネットワーク上に
SNS 機能等を付した教員コミュニティシステムを運用しています。

平成26年3月15日には取組みの一環として、教育関係者を中心に近隣大学や民間企業関
係者ら約80名の参加者を得て、宮城協働モデルフォーラムを開催しました。

はじめに、見上一幸学長及び協働して事業を推進する連携団体を代表して熊野充利宮
城県教育庁教育次長、熊谷裕彦仙台市教育局次長の挨拶があり、続いて猪股志野文部科
学省高等教育局大学振興課大学改革推進室長
から「地（知）の拠点整備事業について」と題し
て、事業のねらいや採択の状況についての基調
講演をいただきました。また、石澤公明総務担
当理事と大村厳特任教授から本学が取り組む
プロジェクトの内容について説明が行われ、併
せて、教員6名から現在進行中のプロジェクトに
ついてのプレゼンテーションがありました。

さらに、「地（知）の拠点整備事業における教
員養成大学の役割」をテーマに、研究者や現
職教員、教育行政関係者を交えた5名によるパ
ネルディスカッションが行われ、社会・地域の
要請に応える次世代型の教員養成について考え
る機会となりました。

Ⅸ 協定等締結その他
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2 グリーンウェイブ活動2013

宮城教育大学では、平成25年5月22日の「国際生物多様性の日」に、グリーンウェイブ
活動を実施しました。この活動は国連の生物多様性条約事務局が全世界に実施を呼び掛
けているものであり、本学では今年で5回目の実施となります。

本学では、「バタフライガーデン」や「宮城教育大学の楽しいわが家」などのプログラムを
含むリフレッシャー教育システムなど、環境教育およびそれらを包括する「持続可能な開発
のための教育」（ESD）にも熱心に取組んでいます。

本学の植樹には、役員、教職員、学生のほか、宮城県および仙台市の職員など総勢35
名が参加し、構内の緑地に萩6本を植樹しました。また、本会場である宮城教育大学青葉
山キャンパスの他に、本学の呼び掛けに宮城県下で広く応じ、本学附属学校をはじめとする
県内各地の学校等でもグリーンウェイブ活動が実施されました。

また、5月27日には、本学教育復興支援センター棟の完成を記念し、グリーンウェイブ活
動の一環としてバラを植樹しました。

本学では、次年度以降も継続して実施していくこととしています。

Ⅸ協定等締結その他
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3 河北新報社との連携事業に基づく講師依頼

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。

Ⅸ 協定等締結その他
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Ⅹ．各種データ集
1 公開講座実施一覧

講座
番号 講座名 開催日時

1 世界のバケツ稲、ペットボトル稲 平成25年5月25日（土）

2 算数・数学、嫌いになったのはなぜかしら？
平成25年6月15日（土）
平成25年6月29日（土）
平成25年7月6日（土）
平成25年7月20日（土）

3 やさしいゆる体操　初級 平成25年7月6日（土）

4 漢詩ゆったり鑑賞講座（9） 平成25年7月6日（土）
平成25年7月13日（土）

5 栽培した植物を用いる“ ものづくり体験 ” 平成25年7月27日（土）

6 ESD・持続発展教育入門 in 気仙沼 平成25年7月29日（月）～
平成25年7月30日（火）

7 持続可能な発展のための教育（ESD）と環境教育 平成25年8月2日（金）

8 スクールカウンセリング 平成25年8月2日（金）

9 教師のための動物園資源活用術 平成25年8月2日（金）

10 心の支援と人間関係～心のセーフティーネット～ 平成25年8月3日（土）

11 からだの時間 平成25年8月7日（水）

12 実力養成講座
「初心者も習得できる指揮法の基礎」

平成25年8月6日（火）～
平成25年8月9日（金）

13 高度な学級・学校経営力養成のための短期集中講座
（3日間）

平成25年8月8日（木）
平成25年8月9日（金）
平成25年10月18日（金）

14 学校教員のための放射線講座 平成25年8月10日（土）

15 社会科地図地球儀に関する学習指導の初歩（2013年
度） 平成25年8月10日（土）

16 ESD・持続発展教育入門 in 白石 平成25年8月19日（月）～
平成25年8月20日（火）

17 日本の民俗舞踊を踊りましょう！ 平成25年8月19日（月）～
平成25年8月20日（火）

Ⅹ各種データ集
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講座
番号 講座名 開催日時

18 食教育入門 平成25年8月21日（水）～
平成25年8月22日（木）

19 塑像実践　－頭像を作ろう－ vol.3 平成25年8月21日（水）～
平成25年8月22日（木）

20 iPad、タブレット型 PC、スマートフォンの教育的利用 平成25年8月25日（日）

21 新しい栽培技術の体験：教材植物の溶液培養と無菌ボ
トルフラワー 平成25年8月31日（土）

22 新しい栽培技術の体験：教材植物の溶液培養と無菌ボ
トルフラワー

平成25年9月7日（土）
平成25年9月14日（土）
平成25年9月21日（土）
平成25年9月28日（土）
平成25年10月5日（土）

23 体験講座  インドネシアの音楽・ガムラン入門 平成25年9月14日（土）

24 数学もちょっとだけ講座
平成25年9月28日（土）
平成25年10月5日（土）
平成25年10月19日（土）
平成25年10月26日（土）

25 はじめての作曲 平成25年11月9日（土）

26 身近なバイオマスで炭をやこう 平成25年11月9日（土）

27 リーガルマインドに基づく学校経営 平成25年11月30日（土）

28 実力養成講座「指揮法の応用」 平成25年12月24日（火）～
平成25年12月26日（木）

29① 子どもの学習の筋道をさぐる授業研究
毎月１回

（25年4月～26年2月まで・
8月は除く）

29② 授業研究（国語・算数・理科・社会科・生活科・総合
的な学習など）

毎月１回
（25年4月～26年2月まで・
8月は除く）

29③ 小・中・高校一貫をみすえたカリキュラム－算数・数学
－

平成25年7月6日（土）
平成25年10月19日（土）
平成25年12月14日（土）

29④ 「問題」と思える子どもにどう対応するか 平成25年6月15日（土）

29⑤ 入門期のかな文字指導 - 幼小接続にむけて 平成25年7月20日（土）

29⑥ 授業研究－教材開発の原則－〈大崎会場〉 平成25年11月9日（土）

29⑦ 中学・高校の英語科授業の理論と実践 毎月１回

29⑧ 英語教育入門：小学校英語活動を中心 毎月１回
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2 教員免許状更新講習 （他機関と連携して実施したもの）

講座名 講習開催地 開催日時

ESD・持続発展教育入門 気仙沼市 平成25年7月29日（月）～
平成25年7月30日（火）

学校教育と体験活動Ａ 国立花山
青少年自然の家 平成25年7月29日（月）

持続可能な発展のための教育（ESD）と環
境教育 南三陸町 平成25年8月2日（金）

ESD・持続発展教育入門 白石市 平成25年8月19日（月）～
平成25年8月20日（火）

生徒指導の実際 栗原市 平成25年8月20日（火）

英語科教育講習 A 角田市 平成25年8月23日（金）

文学の教材研究 気仙沼市 平成25年8月24日（土）

教育の最新事情 in 気仙沼 気仙沼市 平成25年9月7日（土）～
平成25年9月8日（日）

数の表記と計算 石巻市 平成25年10月26日（土）

学校教育と体験活動Ｂ 国立花山
青少年自然の家 平成26年1月11日（土）

3 出前授業・講師派遣・大学見学実施件数

出前授業 講師派遣 大学見学

件数 59 45 19
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