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　　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

　　21年 11月 （株）河北新報社と
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　　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
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「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
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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
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不登校支援ネットワーク/公開研究会1

第3回ユネスコスクール東北大会／
第4回ユネスコスクール宮城県大会を開催2

Ⅰ フォーラム等 Ⅰフォーラム等

　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26年7月5日（土）の14時00分から16
時30分まで、仙台市内の仙台市旭ヶ丘市民センターにおいて、

「不登校支援と小中連携」と題し、公開研究会を開催しました。
　今回の公開研究会「不登校支援と小中連携」では、仙台市教育
局学校教育部学びの連携推進室の石川一博氏（主任指導主事）、
仙台市立東仙台中学校の千葉慎氏（教頭）・小山康宏氏（教諭）
及び仙台市立新田小学校の菅澤和広氏（教頭）・川浪綾乃氏（教
諭）を講師に迎えて、不登校支援における小学校と中学校との連
携の取組について、基調講話とパネルディスカッションによる検
討を行いました。教育関係者や学生、市民等、全体で93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26年10月3日（金）に、第3回ユネスコス
クール東北大会／第4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。

Ⅰ フォーラム等
　開会にあたり、見上一幸学長から挨拶が述べられた後、午前は、同日開催された学校対
象事業のRiceプロジェクトが行われ、第3回ユネスコスクール東北大会／第4回ユネスコ
スクール宮城県大会は、午後から行われました。
　岡山市ESD世界会議推進局の中島陽子 課長補佐より「ESD世界会議と岡山市におけ
るESDの取り組みについて」と題した講演があった後、昨年度に創設した第2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、気仙沼市立唐桑幼稚園、
石巻市立鮎川小学校の2校が大賞に選出されました。
　表彰式に続いては、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。
　その後、宮城教育大学の及川幸彦ESDコーディ
ネーター・政府ESD円卓会議委員より「ポストESDの
10年に向けた、東北らしいESDコンソーシアムの構
築」と題した講演がありました。
　最後に、「持続可能な開発のための教育とグローバ
ル人材の育成」と題したパネルディスカッションでは、
盛岡中央高等学校の糸井 眞一情報システム室長、宮
城県仙台二華高等学校の村上 孝志主幹教諭、聖ウ
ルスラ学院英智小・中学校の鹿野 紀幸主幹教諭をパ
ネリストとし、宮城教育大学附属国際理解教育研究
センターの市瀬智紀教授の進行のもと、各パネリスト
の実践例に基づいて積極的な意見交換を行いました。
　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100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。
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2014年度 特別支援教育フォーラムを開催3 英語教育フォーラム4

Ⅰ フォーラム等 Ⅰフォーラム等

　小学校外国語（英語）活動が必修化され、４年が過ぎようとしております。また、昨年度
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、今年度4回にわたりフォーラムを開催い
たしました。

　宮城教育大学附属特別支援教育総合研究センター主催のもと、3月7日（土）に、2014
年度 特別支援教育フォーラムが、宮城教育大学萩朋会館大集会室を会場として開催さ
れた。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。
　12回目の開催となる今年度は、「インクルーシブ教育に活かすアセスメント」をテーマ
とし、様々なアセスメント手法について、支援を必要とする子どもたちへの活用と、個別
の教育的支援への反映について、講演とワークショップを通して考えることを目的として
開催されました。
　基調講演では、「発達障害児へのアセスメントに基づく支援：理論と実際」と題し、発
達障害児の認知機能に関する研究を専門とし、DN-CAS 認知評価システム日本語版の
開発者の１人であり、WISC-IV 知能検査技術講習会講師を担当する等、発達障害児のア
セスメントにおいて深い見識をお持ちの筑波大学障害科学系准教授　岡崎慎治氏を講
師に迎えました。
　その後、東北福祉大学助教の後藤紗織氏を迎え、本学教員の久保順也准教授、永井
伸幸准教授、植木田潤准教授、寺本淳志講師の5名によるワークショップを展開しまし
た。
　ワークショップでは様々なアセスメントについて、その結果をどう読み取ればいいの
か、いかに実践に活用していくのかについて、分科会形式で複数のワークショップをめぐ
りながら体験的に実施しました。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。

　「小学校英語教育のこれから～インプットモデルを中心に～」7月12日（土）本フォーラムでは、まず、ピッ
ツバーグ大学の白井恭弘氏に、「小学校英語教育のこれから～インプットモデルを中心に～」という演題
で、講演を行っていただきました。次いで、宮城県仙台市大野田小学校の栄利滋人氏に、「ICTを活用した
大量のインプットを与える外国語活動」という実践を行っていただきました。その後、実践者の栄利氏、白
井氏、板垣信哉氏（宮城教育大学教職大学院教授）によるパネルディスカッションを執り行いました。当日
は、参加者の皆様とともに、学びあう会となりました。

「小学校英語教育のこれから～インプットモデルを中心に～」　7月12日（土）

　内容中心教授法とは、文法や語彙を学ぶことを授業の目的にするのではなく、教材の内容に関する言語
活動を授業の中心におくやり方で、北米やヨーロッパでは高い評価を得ています。本講演会では、世界の内
容中心教授法研究をリードしているカナダのMcGill大学教授のRoy Lyster氏をお招きし、「A counterbal-
anced approach to teaching language through content」という演題で、講演していただきました。

「内容中心教授法を日々の指導に生かすには」　12月12日（金）

　小・中・高等学校を通してコミュニケーション活動の充実が求められている中、英語科教師は、児童・生
徒の間違いにどのように対処すべきでしょうか。英語科授業での児童・生徒の発話に対するオーラル・
フィードバックに焦点を当てたフォーラムを行いました。国内外の第一線で活躍されている第二言語習得
研究者による講演やパネルディスカッションを通して、コミュニケーション中心の活動におけるフィード
バックのあり方について考えました。講演・パネリスト者は、Roy Lyster氏（カナダ・マギル大学）、酒井英
樹氏（信州大学）、神谷信廣氏（群馬県立女子大学）をお招きしました。

「児童・生徒の誤りはどのように対処すればよいのか？」　12月14日（日）

　近年の音声学の動向を、過去に音声学や音韻論に触れたことのない方でも分かるように解説しました。
調音音声学では、色々な音の発音をMRIやEMAなどを使って科学的に分析しました。音響音声学では、
様々な調音がどのような空気振動パターンに変換されるかを解析しました。知覚音声学では、心理学的実
験パラダイムに基づいて、人間がどのように音を知覚するのか探求しました。今回の講義では、英語教育に
関連づけられるよう、日本人が苦手とする[l]と[r]の対立を例に、これらのアプローチを紹介しました。

「音声学入門：調音音声学・音響音声学・知覚音声学」　1月22日（木）

基調講演 ワークショップ
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「宮城協働モデルフォーラム」を開催5

Ⅰ フォーラム等 Ⅰフォーラム等

　宮城教育大学では、平成25年度文部科学省から大学改革推進等補助金「地（知）の拠
点整備事業（COC）」の採択を受け、地方自治体や企業と協働した新しい教員養成シス
テムを構築し、学び続ける教員『イノベーティブ・ティーチャー』の育成を目指すプロジェ
クトに取り組んでいます。その取組の一環として、3月21日、宮城協働モデルフォーラム

「 “宮城協働モデルによる次世代型教育の開発・普及”プロジェクト」を開催。教育関係者
や民間企業関係者ら約90が参加者しました。
　フォーラムでは、まず、本プロジェクトと連携し協働で事業を推進している髙橋仁宮城
県教育委員会教育長、熊谷祐彦仙台市教育委員会次長から、次いで見上一幸学長から
の挨拶があった後、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
のフォーラム開催に当たってのメッセージが代読されました。続いて、石澤公明総務担当
理事及び村上由則教授（学長特別補佐）による「イノベーティブ・ティーチャーの実像を求
めて～県・市・大学の連携～」と題した基調講演、実証実験モデル校教員からの取組状況
の報告があり、最後に、平成27年度から本格稼働する「宮城教育クラウド」ＣＩＴ（Cloud 
for Innovative Teaching）について、安藤明伸准教授及び大村厳特任教授から概要説
明がありました。ＣＩＴは、県内の教育関係者と宮城教育大学の学生に限定したネット
ワークサービスで、日常的な教材研究や授業研究のみならず、校内研修や地区の研究授
業等の組織的な取組やコミュニケーションを支援する「場」となるもので、宮教大ＣＯＣ
の機能的な中核をなす仕組みです。実際の画面を用いたデモンストレーションでは、身
を乗り出すようにして熱心に説明を聞く参加者の姿もあり、県内教育関係者の関心の高
さが感じられました。

出前授業1

校内研究等支援事業2

Ⅱ 学校対象事業 Ⅱ学校対象事業

　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50件の派遣依
頼に対応しました。次年度以降も継続的に支援を行っていきます。

　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。仙台市内の自主公開校の他、気仙沼市内や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、75件の研修支援が行われ、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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小学校英語教育研究センター特別講演会3 仙台向山高校アカデミックインターンシップ4

　本学の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。
　2014年6月19（木）には、オークランド大学（ニュージーランド）教授　ロッド・エリス氏
を招聘し、特別講演会を開催しました。
　テーマは「筆記訂正フィードバック（Written corrective feedback）」についてで、学
習者の英作文の間違いに対する訂正の方法について、これまでの理論的・実証的研究を
参照しながら、講演がなされました。具体例も多く、日本人の英語教師がどのように英作
文の間違いを訂正していくことが、学習者の英語力の向上につながるかについて、多くの
示唆を含む内容でした。
　講演会には、小・中・高等学校および大学の英語教育に関心を持った教育関係者約80
名の参加がありました。講演は全て英語で行われ、通訳はないにも関わらず、参加者から
は、講演終了後に積極的な質問が相次ぎました。講演後にはロッド・エリス氏を囲んでの
交流会が催され、終始和やかな雰囲気で交流がなされました。
　また、同様に2014年7月5日にアメリカのアリゾナ
州立大学教授、ポール ケイ マツダ氏を招聘し、特別
講演会を開催しました。
　テーマは「ライティングに息を吹き込む～学生を惹
き付ける課題づくり」について講演しました。書く意
欲だけでなく言語習得の意欲ものばしてゆく必要が
あるライティング指導の中で言語活動をとりまくコン
テクストに視点をあてた課題づくりを通じて、学生を
惹き付ける課題をつくり、いかにして効果的な学習に
つなげるかを、各分野の最新の研究成果や講演者の
実践経験などを交えて解説されました。
　同大学附属・小学校英語教育研究センターでは、
今後もこのような講演会を積極的に開催していくこと
としています。

ロッド・エリス氏講演会

ポール ケイ マツダ氏講演会

　平成26年8月に仙台向山高校の2年生が本学を訪れ、研究室訪問や講話、公開講座へ
の参加、職員によるキャンパスツアーを通じて、大学の空気を体験しました。
　8月18日に、今年度より新たに始まった吉田剛教授の公開講座「高校生がつくる社会
科授業」に参加した生徒は、吉田教授のレクチャーや大学生のサポートを受け、講座の
最後の時間には、実際に教壇に立って授業を行いました。個性豊かな授業が実施され、
とても活気に溢れる講座となりました。
　また、8月20日には田幡憲一教授による講話と、本学職員で向山高校ＯＢの、三島係員
と庄子係員による職場紹介が実施されました。将来教員を志す生徒が多数参加してお
り、熱心にメモをとったり、積極的に質問する姿勢からも、充実した一日だった事が伺え
ました。
　今回、本学で実施している「オープンキャンパス」や「公開講座」に、向山高校の教育プ
ログラムであるアカデミックインターンシップの一環として参加しました。中学校や高校
から大学一日体験などの依頼が増加している昨今において、高校の教育プログラムの一
部として、大学が従来より実施している事業を活用した大変良い事例となりました。

Ⅱ 学校対象事業 Ⅱ学校対象事業
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教師を志す高校生支援事業6

学生サポートスタッフ等ボランティア派遣事業7

高大連携事業地域開催公開講座5

　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26年度は、141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。

　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26年7月17日、30
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本図愛実教授が「”教師の仕事”を研究する」と題して、佐沼
高等学校では本学学校教育講座齋藤亘弘准教授が「教師の仕事とは」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 Ⅱ学校対象事業

　宮城教育大学では、宮城県教育委員会と連携し、平成26年8月4日、5日に、「教師を志
す高校生支援事業」を実施しました。本事業は、教育講演会や研究室体験を通じ、「将
来、宮城県の教育を担おうという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、生徒の進路希望の達成に役立たせる。」という趣旨のもと、昨年
度から実施したものです。
　午前に行われた教育講演会では、宮教大４年生の天坂真子さん、藤井彬さんから教師を
志した理由や大学生生活について、白石第一小学校教諭の三井明恵氏、下増田小学校教諭
の長沼朋子氏からは教師の仕事や、やり甲斐について、宮城県教育庁教育次長の鈴木洋氏
からは教育行政の立場から求める教師像について、それぞれ講演を頂きました。
　続いて午後から行われた研究室体験では、高校生に、実験や演習など実際に研究室
で行われている活動の一端に触れてもらうことにより、教育研究の楽しさ、やり甲斐、厳
しさを感じてもらいました。
　本事業には、2日間で約350名の高校生の参加があり、参加者からは、

「オープンキャンパスとはまた一味違う、さらに中身が濃い内容を学ぶことができました。

教育の現場に携わる、教育大について深く知れるスタート地点に立てた気がします。」 
「研究室体験では大学生の方と話し合う時間がありましたが、大学生の方の意見は自分
たちが気付かないところに気付いていたりと、とても楽しく90分を過ごすことができまし
た。」 

「今回の企画に参加して、教師像が変わりました。これまでは、生徒と距離の近い教師に
なりたいと思っていましたが、自らが実践して教え、子どもたちの目線で物事を考えるこ
とのできる教師になりたいと思うようになり、教師になりたいという思いがより強くなり
ました。受験まで残り少ないですが、更に頑張ります。」 
など、満足度の高い意見が寄せられました。 高校生たちが自分の進路を検討する上での
一助になったように思われます。
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小学生のための音楽鑑賞会「ふれあいオーケストラ」8

大学見学・研究室訪問受け入れ9

Riceプロジェクト～アジア地域の学校間交流～10

　平成26年9月30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11回目を数え、仙台市内17
校1450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
奏はもちろん、小学生が実際にオーケストラの
指揮者となる「指揮者体験コーナー」や、実際に
楽器に触れて演奏できる「楽器体験コーナー」を
設け、子どもたちが音楽に興味を持つ良い機会
を提供する事ができました。

　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26年度は15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。

　文部科学省、宮城教育大学主催のもと、平成26年10月3日（金）に、Riceプロジェクト
を開催しました。
　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、タイより、Jirasart Wittaya School のPathompong Supalert氏および
rincess Chulabhorn’s College TrangのSutarat Chamnannoh氏を、韓国からはSan-
grim Elementary SchoolのHyojeong Kim氏、およびOebang Elementary Schoolの
ByeongSeob Choi氏を、フィリピンからはCARE Elementary School のEliseo 
Pangan氏を招聘し、各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、国
内からは大崎市立大貫小学校の佐藤 弘子氏、多摩市立連光寺小学校の松田 一枝氏、京
田辺シュタイナー学校の太田 和見氏から、活動成果について発表がありました。　
　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。

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

平成２６年度サイエンス・スクール（岩沼市）2

スペースラボin 仙台市天文台3

Ⅲ 児童生徒対象事業 Ⅲ児童生徒対象事業

　平成26年10月18日、「理科大好きフェスティバル」が岩沼市立岩沼南小学校を会場に
開催されました。これは、電子顕微鏡の生みの親である岩沼出身の只野文哉先生の記念
事業として岩沼市教育委員会が主催しているものです。市内の小・中学生が科学実験の
体験を通して、科学に対する夢やあこがれを抱き科学に対する創造力の向上と育成をね
らいとしています。このフェスティバルには、市内の小・中学校、開発関連企業、航空宇宙
に関する研究財団等から多くの実験ブースが出展されました。本学からは附属環境教育
実践研究センターの村松隆教授が水を使った実験を出展しました。瞬間的に変色する水
溶液、瞬間に固まる水、水溶液からの発光等々、子どもから大人まで、楽しく面白い実験
で大いに盛り上がりを見せました。

　平成26年10月22日、岩沼市出身の只野文哉先生記念事業として、岩沼市教育委員会
が主催するサイエンス・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
岩沼中学校を会場として開催されました。このスクールは、市内の小・中学生を対象とし
たもので、生徒の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ねらい
としています。本学附属環境教育実践研究センターの村松隆教授は岩沼市教育委員会
との連携事業として、このスクールを担当しています。今年度は、岩沼小学校6年生（113
名）を対象に、物質の溶解を取り上げ、科学の面白さ、楽しさを身近に実感できる“おもし
ろ実験教室”を行いました。岩沼中学校では、2年生全員（136名）に、物質の三態変化（固
体空気、液体空気、気体の空気）を中心に、物質の状態変化とそれに伴う諸現象を解説し
ました。始めて見る現象に強い驚きと関心を寄せたサイエンス・スクールとなりました。

Ⅲ 児童生徒対象事業
　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26年度は、本学理科教育講座 笠井香代子 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「光の速さに近づく
と。」、「ぼくら不思議探検隊！ －光と地球と植物と－」、「太陽電池を作ろう！」、「エネル
ギーってなんだろう？」の4回のプログラムには、延べ82名の小・中学生が集いました。参
加者アンケートより、「楽しかった」「またやってみたい」という声が90%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と比較的多く、
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。
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留学生派遣交流事業4 スペースラボin 気仙沼5

Ⅲ 児童生徒対象事業 Ⅲ児童生徒対象事業

　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。
　平成26年度は平成26年11月19日に、留学生６名（メキシコ、スペイン、スウェーデン、
ハンガリー、台湾）が、栗原市立栗駒小学校と栗原市立栗駒南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日本の遊びや
和太鼓、茶道などを教えてもらったり、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。

　　気仙沼市教育委員会と宮城教育大学との連携事業「スペースラボin気仙沼
が、2014年8月30日に気仙沼市松岩公民館にて、11月15日に気仙沼市中高公民館にて
行われ、延べ23名の小学生が参加しました。
　8月30日は、髙田淑子教授と本学学生・大学院生10名が「君も星空博士になろう！」と
題して、望遠鏡による天体観測を実施しました。また、月の模型作りを通して、月の満ち
欠けを理解する工作実験教室を行いました。11月15日は、田幡憲一教授と大学院生5名
が「瞬間をうつす」と題して、ハイスピードカメラを使って割れる風船やミルククラウンな
どの短時間で起こる現象を体験する実験教室を実施しました。
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平成26年度ものづくりチャレンジ教室6 大郷サマースクール・ウィンタースクール7

Ⅲ 児童生徒対象事業 Ⅲ児童生徒対象事業

　大郷町の大郷小学校及び大郷中学校を会場に、平成26年8月18日（月）～22日（金）
と平成26年12月25日（木）～26日（金）の期間で、大郷町サマースクール・ウィンタース
クールを実施した。本学から、夏は14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んだ。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
ている。

　宮城教育大学大学祭（平成26年10月25日～26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工作教室を実施しました。大学
祭企画としては、平成24年度から３回目の教室になりました。今年度は(1)ジェルキャン
ドル作り(参加:237人)、(2)光るアクリル飾り作り(参加：211人)、(3)ビー玉万華鏡作り(参
加：85人)、(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161人）の４教室を行いました。各30分を基本コースとして10人/回とし
て準備する計画でしたが、ジェルキャンドル作りは事前予約段階から希望者が多く、20
人/回で対応することにしました。ジェルキャンドル作りでは、異なる色砂を重ねて模様
を作るサンドアートの手法を組み込みました。光るアクリル飾り作りは予備の材料まで完
売になりました。ガラスコップ加工はマスキングシートを貼る作業に時間がかかるため、
他の教室を参加してから再度戻って来て工作を続けていました。結果として想定をはる
かに超える延べ694人の参加になり、平成25年度の355人から約２倍になりました。複
数の参加者から「今年も来ました。来年も来ます。」という声かけもあり、大学祭を盛り上
げる楽しみな企画になってきたようです。
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フォローアップ講座1

　教員採用試験合格者に対して、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26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。

学府くりはら塾2

　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た。
《夏休み学習会》
1 実施期間
　　中学生の部　8 月 16 日（土）～ 20 日（水）　5 日間
　　小学生の部　8 月 20 日（水）～ 22 日（金）　3 日間
2 実施会場
　　中学生の部：栗原市教育研究センター
　　小学生の部：栗原市文化会館・教育研究センター

《冬休み学習会》
1 実施期間
　　中学生の部　12 月 25 日（木）～ 27 日（土）　3 日間
　　小学生の部　12 月 24 日（水）～ 26 日（金）　2 日間
2 実施会場
　　中学生の部：栗原市教育研究センター
　　小学生の部：栗原市文化会館・教育研究センター
　
　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った。
　中学生の部では、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、小学生の部においても、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った。

Ⅳ 学生対象事業

Ⅳ 学生対象事業 Ⅳ学生対象事業

応用実践実習（図工）の様子
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2

　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26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。

みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト2

　みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト（第2期 平成 25 年度～平成 34年
度）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（第１期）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年生までの個人のデータを一覧
できる記録票を活用し、PDCAサイクルによる調査報告様式の改善、調査報告書の内容の
工夫・改善に取り組んでいます。また、体力・運動能力測定講習会、体力向上サポート研修
会、みやぎっこ元気アップ通信の発行、JSP事業「元気アップみやぎっ子『web』長なわ跳び」
の実施により学校への展開を図っています。

Ⅴ 共同研究事業
基礎学力の共同研究（確かな学力研修委員会）1

Ⅴ 共同研究事業 Ⅴ共同研究事業

22 232014「絆」連携の歩み KIZUNA 2014



特別支援教育支援員講習会（気仙沼）1

2

　宮城教育大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人員の資質向上を図ることを目的と
して、平成26年6月29日（日）に特別支援教育支援員講習会を実施しました。今回、気仙沼
や本吉地区の支援員約40名が受講しました。
　今回は、関口博久教授、寺本淳志講師による講座が実施され、規定の講座を受講した支
援員には、宮城教育大学より修了証書が渡されました。
　講習会後に実施した受講者アンケートからは、「事例検討のグループワークは毎回恒例と
しても良いくらい勉強になりました」「今回も実際に為になる講習会になりきて良かったと
思いました。是非、又、気仙沼に来て下さい」など、高い評価をいただき、受講者の満足度の
高さがうかがえました。

サテライト公開講座（気仙沼市･白石市･大崎市）2Ⅵ 研修関係事業
　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28日～7
月29日、白石市で8月20日～8月21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。
　また、公開講座としては、大崎市で11月8日に実施しました。
　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 Ⅵ研修関係事業
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Ⅵ 研修関係事業 Ⅵ研修関係事業

登米市環境出前講座3

　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、登米の環境保
全学習、環境開発のためのリーダー研修など、登米市行政と協働した数多くの取り組みを
実施しています。登米の自然フィールドを活用した保全体験や地球温暖化防止の対策など
は、登米市民で構成される専門部会をつくり検討しているものです。宮城教育大学は、附属
環境教育実践研究センターのスタッフを中心に、専門部会の諸活動を支援しています。平
成26年度は、登米市内の小・中学校での出前授業の実施、登米市民への保全対策の啓発、
環境リーダーを育てるための研修会の実施、研修生を教育大学に招き、大学のキャンパス
ミュージアムやリフレッシャー教材園を活用して研修を実施するなど、より積極的な支援を
展開しています。

角田市幼児教育懇談会4

　平成26年10月3日、12月12日、平成27年1月30日の計3回、角田市役所や角田市市民
センターにて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が参集されまし
た。宮教大からは学識経験者として、幼小連携推進研究室室長：佐藤哲也教授が参加し
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展望につ
いて、情報・意見交換が行われました。懇談会の総括は佐藤教授が担当。資料提供やコ
メントを通じて、幼児教育や子育て支援の最新動向を紹介しました。

JICA集団研修5

　本学において、平成26年10月20日～11月7日の期間でJICA集団研修「教員養成課程に
おける教育改善方法の検討」が実施され、世界9カ国から12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、今年度は最終年にあたります。
　本研修は、教員養成で5年以上の経験を持ち、自国で主要な役割を果たしている教師、
政府職員、大学の研究者等を発展途上国から研修員として受け入れ、自国の教員養成上の
課題を改善するアクションプランを作成し、それを実現することを目的にしています。
　多くの国から一度に教育関係者が集まり、共通の課題である教育改善に取り組むこの研
修は、本学の教職員及び学生にとってもグローバルな視点を養う絶好の機会となっていま
す。本学は、この取り組みを更に発展させるべきであると判断して、平成26年度から始まる
3年間、JICA本邦研修の協力機関を継続することを決定しました。
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平成２６年度宮城教育大学公開講座1

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2

　平成26年7月12日（土）、19日（土）に本学島森哲男教授による「漢詩ゆったり鑑賞講
座（10）」を、平成26年10月18日（土）に本学佐藤哲也教授による「見直そう、おさなごの
教育」を、それぞれ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、開講しました。
　「漢詩ゆったり鑑賞講座（10）」は今年度で10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。また、「見直そう、おさなごの教育」講座は今年度から新たに開講されましたが、参
加者からは「自分の思いを発言出来る場面も有り、とても有意義でした」といった感想も
寄せられている事からも非常に充実した講座であった事が伺えました。

Ⅶ 生涯学習事業 Ⅶ生涯学習事業

　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26年度は、毎年開催している「現職教育講座」や
宮城県教育委員会より10年経験者研修に指定を受けた現職教員向けの講座、「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「青葉山環境教育セミナー」など、計49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。 

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。

●漢詩は難しいと思い、ずっと避けてきましたが、この講座を受けて以来、興味が湧きました。これ
からも学び続けます。

（「漢詩ゆったり鑑賞講座（10）」より）

●教育法規を考えるいい機会となりました。どうもありがとうございました。
（「リーガルマインドによる学校経営」より）

●音楽の授業の為に学びの場を探していました。早速、今回の講座を生かしたいと思います。

　（「体験講座　三味線入門」より）

●とても参考になりました。ICTには苦手意識がありましたが、沢山の実践をきいて使ってみたいと
思えるようになりました。

（ 「iPad,Androidなどタブレット型端末の教育的利用法」 より）
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　仙台市天文台では平成21年度より毎年、本学学生や卒業生によるロビーコンサートが
実施されています。今年度は、平成26年9月21日(日)に「星に向かって天駆けるファンタ
ジーの翼」と題して第13回目が、平成26年12月13日（土）に「見えるよ冬のお星さま、聴
こえるよお星さまのうた」と題して第１４回目が実施され、それぞれ100名を超える人が
訪れ、天文台に響き渉る美しい音色に聴き入りました。

宮城教育大学＆仙台市天文台PRESENS
「ロビーコンサート in 仙台市天文台」3

教科書展及び講演「歴史のなかの教科書～英文法から英会話重視へ」4

　附属図書館は平成17年度から継続して、所蔵する
教科書を使用した展示会を実施しており、平成21年
度からは学外でも開催しています。
　平成26年度には10月30日（木）から11月2日（日）
までの4日間、名取市教育委員会および名取市図書
館との共催で、「歴史のなかの教科書～高度経済成
長の教育～」展を名取市文化会館で開催しました。
　当展示会では、明治時代から現代までの主要な英語教科書を公開し、日本の発展と
社会や国際関係の変動に影響を受けた英語教育の変遷を紹介しました。特に、文法中心
の学習活動からコミュニケーション中心の言語活動へ日本の英語教育が変化していく様
子に焦点を当て、解説しました。合わせて、実際に手にとって見ることができる教科書を
約500点展示しました。
　また11月2日には、本学英語教育講座・鈴木渉准教授による講演会「英語は早くからや
ればいいのか？－最新の研究成果と大人がこどもにできること－」を実施しました。
　展示会には教育関係者を中心に4日間で約200名の見学者が訪れました。「わかりや
すいキャプションで、親切な展示で楽しく学ばせていただきました」、「国際的に活躍でき
る“人財”を目指しながら英語に親しみつつ“日本人”としてのアイデンティティをしっかり持
ち学習を続けていきたいと思います」などの感想が寄せられ、好評のうちに終了しまし
た。

Ⅶ 生涯学習事業 Ⅶ生涯学習事業
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第３回国連防災世界会議において東日本大震災総合フォーラムを開催1

　宮城教育大学は、文部科学省、日本ユネスコ国内委員会とともに、第３回国連防災
世界会議期間中の３月１６日に、東北大学川内萩ホールにおいて東日本大震災総合
フォーラム「持続可能な開発のための教育を通じた防災・減災の展開～より良い子ども
たちの未来に向けて～」を開催した。この総合フォーラムでは、東日本大震災被災地で
の防災・復興の取組に関する事例発表や国内外の専門家たちによるパネルディスカッ
ションを通じて、持続可能な開発のための教育（ESD）が防災・減災に果たす役割につ
いて発表や意見交換がなされた。
　当日は、小中学生、高校生を含む一般市民の参加者1,100名以上が会場に集まり、
盛大な催しとなった。文部科学省の山脇良雄国際統括官の開会挨拶、見上一幸学長
の趣旨説明から始まり、実践事例発表、パネルディスカッションが行われた。実践事例
発表では、宮城教育大学、東北大学の防災・復興教育プロジェクトについての発表の

ほか、宮城県多賀城高校や気仙沼市
立階上中学校からもESDと防災・復
興に関する発表がなされた。国際会
議ということもあり、発表者の中高
生、大学生たちは自分たちの思い・意
見を英語で発信した。
　パネルディスカッションでは国内
外のESD、防災の専門家たちを招き、

活発な意見交換がなされた。その後の質疑応答では、会場の中高生たちからパネリス
トに対して次 と々質問が投げかけられ、将来の防災・減災を担おうとする意識の高さが
伺えた。
　東日本大震災から４年が経過し、震災の風化が懸念される中、今一度、多くの人々に
防災・減災について考える機会を提供することができ、非常に有意義なフォーラムと
なった。
　宮城教育大学は、国連防災世界会議期間中、総合フォーラム以外にもブース展示、
学生主催による被災地視察バスツアー等を実施し、震災以降取組んできた様々な教育
復興支援活動について広く発信する場を設けた。同大学は被災地における唯一の教
員養成大学として、今後も防災教育のより一層の充実化を行っていく。

Ⅷ 教育復興支援

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 Ⅸ協定等締結その他

地（知）の拠点整備事業1

2

Ⅸ 協定等締結その他

　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27年3月21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90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、協働して事業を推進する連携団体を代表して髙橋仁宮城県教育委員会
教育長、熊谷裕彦仙台市教育局次長、次いで見上一幸学長の挨拶があり、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のフォーラム開催に当
たってのメッセージが代読されました。
　続いて、石澤公明総務担当理事及び村上由則教授（学長特別補佐）による「イノベー
ティブ・ティーチャーの実像を求めて～県・市・大学の連携～」と題した基調講演、実証
実験モデル校の教員６名から１年間の取組状況の報告があり、最後に、平成27年度か
ら本格稼働する「宮城教育クラウド」CIT（Cloud for Innovative Teaching）につい
て、安藤明伸准教授及び大村厳特任教授から概要説明が行われ、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。
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開会式で挨拶を行う見上学長 植樹の様子

宮城教育大学「グリーンウェイブ活動2014」を開催2

　宮城教育大学では、平成26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6回目の実施となります。
　例年、大学の敷地内で植樹をしていましたが、今年度は（公社）国土緑化推進機構の協力
要請により「東北復興・海岸林再生記念植樹祭2014」と連携し、宮城県名取市下増田の台
林国有林内特設会場に植樹をしました。本イベントは東日本大震災の津波によって被災し
た、海岸防災林再生活動の一環として開催されました。
　植樹には、役員、教職員、学生のほか、県内の高校生、宮城県および名取市のNPO団体な
どが参加し、会場に宮城県産の抵抗性クロマツ880本、コナラ100本を植樹しました。
　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。
　また、本会場の他に、本学の呼び掛けに宮城県下で広く応じ、本学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。
　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。

河北新報社との連携事業3

　平成26年７月15日に、河北新報社との連携事業の一環として、新聞を活用したワーク
ショップ「しんぶんカフェ」が実施されました。
　河北新報社の方々を講師としてお招きしたワークショップには、学生や教職員など約２
０名ほどが参加し、それぞれが切り抜いた新聞記事を元にディスカッションを行った後、
各グループで切り抜いた記事を使って作成した新聞についての発表を行いました。今回
のワークショップを通じて、新聞の必要性を改めて実感する事ができました。
　本学では、次年度以降も新聞を教育に取り入れた事業を、河北新報社と連携して進め
てまいります。

Ⅸ 協定等締結その他 Ⅸ協定等締結その他
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公開講座実施一覧1

2

Ⅹ 各種データ集

講座
番号 講 座 名 開催日時

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

地図地球儀に関する指導の初歩（2014年度）

   
からだの時間

ESD・持続発展教育入門 in 気仙沼

青葉山環境教育セミナー・学校飼育動物入門

栽培学習教材としてのイネを使い尽くす

漢詩ゆったり鑑賞講座（10）

青葉山環境教育セミナー・動物標本の作成入門

やさしいゆる体操　初級

小学校英語活動の概論と実践Ｂ
ー実践的ワークショップを中心にー 

青葉山環境教育セミナー・
動物園学習の企画と実践

実力養成講座
「初心者も習得できる指揮法の基礎」

算数・数学、嫌いになったのはなぜかしら？
（その2）

小学校英語活動の概論と実践Ａ
ー実践的ワークショップを中心にー

平成26年8月2日（土）9：00～12：25

平成26年8月23日（土）9：00～16：10

平成26年8月2日（土）9：00～16：10

平成26年8月2日（土）10：00～15：00

平成26年7月31日（木）9：30～16：25

平成26年7月23日（水）9：00～15：55

平成26年 7月19日（土）10：00～16：00

平成26年7月5日（土）9：00～15：55

平成26年7月12日（土）13：00～16：20
平成26年7月19日（土）13：00～16：20

平成26年7月28日（月）9：30～16：30
平成26年7月29日（火）9：30～16：30

平成26年7月22日（火）8：50～17：00
平成26年7月23日（水）8：50～17：00
平成26年7月24日（木）8：50～17：00
平成26年7月25日（金）8：50～17：00

平成26年6月21日（土）13：30～16：00
平成26年7月5日（土）13：30～16：00
平成26年7月19日（土）13：30～16：00

平成26年6月28日（土）14：00～15：30
平成26年7月26日（土）14：00～15：30
平成26年9月27日（土）14：00～16：00

講座
番号 講 座 名 開催日時

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

能と日本文化

英語科教育講習Ｆ －英語コミュニケーション－

英語科教育講習Ｃ －英語音声学の基礎と応用－

塑像実践　－頭像を作ろう－ vol .4

英語科教育講習E －英米文学－

英語科教育講習B －実証的研究の紹介－

英語科教育講習D －英文法と語法－

英語科教育講習A －第二言語習得研究－

ESD・持続発展教育入門 in 白石

食教育入門Ｂ

高校生がつくる社会科授業

家庭科実践講座「布をつくる」

学校教員のための放射線講座

学校を支える力

平成26年8月30日（土）10：00～16：00

平成26年8月22日（金）13：00～14：30

平成26年8月22日（金）9：00～15：40

平成26年8月22日（金）9：00～15：40

平成26年8月21日（木）9：00～15：40

平成26年8月21日（木）9：30～15：40

平成26年8月20日（水）9：00～15：40

平成26年8月20日（水）9：00～16：10

平成26年8月18日（月）9：30～15：15

平成26年8月11日（月）13：00～17：00

平成26年8月10日（日）9：00～15：40

平成26年8月4日（月）9：00～15：40

児童生徒の携帯電話の利用実態の把握と
適切な指導法

iPad、Androidなど
タブレット型端末の教育的利用法

平成26年8月18日（月）9：00～16：00
平成26年8月19日（火）9：00～16：00

平成26年8月20日（水）9：30～16：30
平成26年8月21日（木）9：30～16：30

平成26年8月21日（木）9：30～16：30
平成26年8月22日（金）9：30～16：30

平成26年9月13日（土）13：30～16：00
平成26年9月20日（土）13：30～16：00
平成26年9月27日（土）13：30～16：00
平成26年10月4日（土）13：30～16：00　
平成26年10月11日（土）13：30～16：00

Ⅹ 各種データ集 Ⅹ各種データ集

15

14

食教育入門Ａ

さわることから生まれる形と動き
造形・身体表現ワークショップ 平成26年8月3日（日）10：30～16：30

平成26年8月3日（日）9：00～16：00
平成26年8月4日（月）9：00～16：00
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32 体験講座　三味線入門 平成26年9月15日（月）10：00～16：00

出前授業 

件  数

講師派遣 大学見学

157550

出前授業・講師派遣・大学見学　実施件数3

教員免許状更新講習実施件数2

講 習 名 講習開催地 開催日時

ESD・持続発展教育入門   

  

  

学校教育と体験活動Ａ   

ESD・持続発展教育入門   

生徒指導の実際   

教育の必修基礎 in 気仙沼   

物理の捉え方と伝え方   

  

学校教育と体験活動Ｂ

気仙沼市

八木山動物園

南三陸町

国立花山青少年自然の家

白石市

栗原市

気仙沼市

気仙沼市

八木山動物園

国立花山青少年自然の家

平成26年7月31日(木)

平成26年8月1日(金)

平成26年８月4日(月)

平成26年8月22日(金)

平成26年9月21日(日)

平成26年12月24日(水)

平成27年1月24日(土)

平成26年7月28日(月)～
平成26年7月29日(火)

平成26年8月20日(水)～
平成26年8月21日(木)

平成26年9月6日(土)～
平成26年9月7日(日)

青葉山環境教育セミナー・
動物園学習の企画と実践
地域の産業と生物多様性に
基づく環境教育

青葉山環境教育セミナー・
動物園で学ぶ動物の生活と行動 

講座
番号 講 座 名 開催日時

42⑧

42⑦

42⑥

42⑤

42④

42③

42②

42①

41

40

39

38

37

36

35

34

33

英語教育入門：小学校英語活動を中心

中学・高校の英語科授業の理論と実践

授業研究 －教材開発の原則－〈大崎会場〉

入門期のかな文字指導-幼小接続にむけて

「問題」と思える子どもにどう対応するか

子どもの学習の筋道をさぐる授業研究

実力養成講座「指揮法の応用」

 

リーガルマインドによる学校経営

数の表現と計算

見直そう、おさなごの教育

スクールカウンセリング

数学もちょっとだけ講座  

インドネシアの音楽・ガムラン入門

毎月1回（5月～2月）初回6月4日（水）

毎月1回（5月～2月）初回5月28日（水）

平成26年11月8日（土）13：30～16：30

平成26年7月26日（土）13：30～16：30

平成26年6月21日（土）13：30～16：30

毎月1回（5月～2月）初回6月4日（水）

毎月1回（5月～2月）初回5月28日（水）

平成26年12月24日（水）9：30～16：05

平成26年11月29日（土）9：30～15：30

平成26年10月18日（土）13：00～16：00

平成26年10月18日（土）13：00～16：00

平成26年10月4日（土）13：00～16：00

平成26年9月20日（土）10：30～15：30

心の支援と人間関係を学ぶ～心のセーフティーネット～

青葉山環境教育セミナー・
動物園で学ぶ動物の生活と行動

授業研究
（国語・算数・理科・社会科・生活科・総合的な学習など）

小・中・高校一貫をみすえたカリキュラム
－算数・数学－

平成26年9月27日（土）13：00～15：00
平成26年10月4日（土）13：00～15：00
平成26年10月18日（土）13：00～15：00
平成26年10月25日（土）13：00～15：00
平成26年11月1日（土）13：00～15：00

平成26年10月18日（土）10：00～12：30
平成26年10月25日（土）10：00～12：30
平成26年11月1日（土）10：00～12：30

平成26年12月24日（水）8：50～17：00
平成26年12月25日（木）8：50～17：00
平成26年12月26日（金）8：50～17：00

平成26年7月12日（土）13：30～16：30
平成26年10月4日（土）13：30～16：30
平成26年12月13日（土）13：30～16：30

Ⅹ 各種データ集 Ⅹ各種データ集
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