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学校対象事業

岩沼市 夢・あこがれプロジェクト
「理科大好きフェスティバル」

サイエンス・スクール（岩沼市）

スペースラボ in 仙台市天文台

スペースラボ in 気仙沼

留学生派遣交流事業

平成28・29年度
ものづくりチャレンジ教室

大郷サマースクール・ウィンタースクール
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児童生徒対象事業

連携の歩み

2016・2017

K I Z U N A

平成17年 3月

17年 6月

平成18年 3月

　　18年 3月

　　18年 5月

　　18年 6月

平成19年 3月

　　19年 3月

　　19年 6月

　　19年 9月

連携の歩み「絆２００４」刊行

平成１７年度「連携推進協議会」開催

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

連携の歩み「絆２００５」刊行

岩沼市教育委員会と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

平成１８年度「連携推進協議会」開催

登米市と
「環境教育に関する連携協力協定」締結

連携の歩み「絆２００６」刊行

平成１９年度「連携推進協議会」開催

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

平成20年 2月

20年 3月

平成21年 3月

　　21年 7月

　　21年 8月

　　21年 11月

平成22年 3月

　　22年 3月

　　22年 11月

平成23年 3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

連携の歩み「絆２００７」刊行

連携の歩み「絆２００８」刊行

仙台市天文台と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

平成２１年度「連携推進協議会」開催

（株）河北新報社と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

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

連携の歩み「絆２００９」刊行

平成２２年度「連携推進協議会」開催

連携の歩み「絆２０１０」刊行

平成24年 2月

24年 2月

24年 3月

平成25年 2月

　　25年 3月

平成26年 3月

平成27年 3月

27年 5月

平成29年 3月

平成30年 3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

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

連携の歩み「絆２０１１」刊行

大崎市教育委員会と
「連携協力に関する覚書」取り交わし

連携の歩み「絆２０１２」刊行

連携の歩み「絆2013」刊行

連携の歩み「絆2014」刊行

（独）教職員支援機構と
「連携協力に関する協定」締結

連携の歩み「絆2015」刊行

連携の歩み「絆2016・2017」刊行

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ Ⅸ

連携の歩み
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Ⅰ フォーラム等

平成29年度 公開研究会「不登校などの学校適応上の困難を
かかえる児童生徒への支援」

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29年7月1日（土）に仙台市内の仙台市旭ヶ丘市民センターにお
いて、「不登校などの学校適応上の困難をかかえる児童生徒への支援」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、宮城教育大学特別支援教育講座・准教授の植木
田潤氏、仙台市立八本松小学校・校長の佐藤貢氏、仙台市立幸町南小学校・
校長の菅原邦子氏、及び仙台市立山田中学校・教頭の渡部智之氏を講師・パ
ネラーに迎えて、不登校などの学校適応上の問題の未然防止等の観点から、
人間関係や学習・生活環境面の整備、さらに小・中学校における取組の実際
等について、基調講話とパネルディスカッション（コーディネーターは宮城教
育大学教職大学院・教授の佐藤静）による検討を行いました。教職員や学生、
市民等、全体で120名の参加があり、不登校などの学校適応と支援のあり方
について理解を深めることができました。

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28年7月2日（土）に仙台市内の仙台市旭ヶ丘市民センターに
おいて、「不登校支援と学習・生活環境～不登校の未然防止の観点から」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、宮城教育大学特別支援教育講座・准教授の植
木田潤氏、仙台市立八本松小学校・校長の佐藤貢氏、仙台市立大和小学
校・教諭の佐々木匠氏、及び仙台市立八乙女中学校・教諭の永尾勉氏を講
師・パネラーに迎えて、不登校の未然防止の観点から、学校の学習・生活
環境及び適応支援の考え方や取組の実際等について、基調講話とパネルディ
スカッション（コーディネーターは宮城教育大学教職大学院・教授の佐藤
静）による検討を行いました。教職員や学生、市民等、全体で102名の参
加があり、不登校の未然防止に関する理解を深めることができました。

平成28年度 公開研究会「不登校支援と学習・生活環境
～不登校の未然防止の観点から」

1 不登校に関する公開研究会
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Ⅰ フォーラム等

平成28年度 第5回ユネスコスクール大会東北大会／
第6回ユネスコスクール大会宮城県大会
場所：宮城教育大学萩朋会館　人数：約100名

平成29年度 第6回ユネスコスクール大会東北大会／
第7回ユネスコスクール大会宮城県大会
場所：宮城教育大学萩朋会館　人数：約100名

2
ユネスコスクール大会東北大会／
ユネスコスクール大会宮城県大会

文部科学省、宮城教育大学の主催のもと、平成28年度、29年度にユネスコスクール大会東北大会／
宮城県大会を実施しました。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や活動支援に精力的に取り組んでおり、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
ルの一層の活性化を目的としたものです。

平成28年度には、宮城教育大学ユネスコスクール実践大賞の表彰と発表、平成29年度には、SDGｓ
や次期学習指導要領と ESD の関係等について講演をいただきました。両年とも、その後に3つのセッショ
ンに分かれ ESD 推進における活動状況報告、成果発表、意見交換を行い、今後の課題を共有すること
ができました。ユネスコスクールのみならず、県内小中学校、東北各地のユネスコ協会、企業、大学関
係者など、約100名が参加しました。ユネスコスクールへの関心の高さを感じる大会となり、また、今後
の活躍が期待される大会となりました。

実践発表の様子

3 特別支援教育フォーラム
本学教員キャリア研究機構特別支援教育研究領域（旧・特別支援教育総合

研究センター）では、年に1回「特別支援教育フォーラム」を開催しております。
平成28年11月5日（土）は、「インクルーシブ教育時代の特別支援教育～学

校を越えた子ども・教員をつなぐ試み～」をテーマに掲げ、20名の方にご参加
いただきました。前半は、同日に本学で実施されていた、東北の視覚障害児を
対象としたイベントである「科学へジャンプ・イン・仙台2016」と、本学附属特
別支援学校の在校生と卒業生の余暇活動である「ささけんクラブ」を参観しま
した。後半は、宮城教育大学萩朋会館大集会室にて、野口和人 氏（東北大学
教授）より「発達障害のある子どもたちの成長・発達とコミュニティ～“ 社会に
開かれた教育課程 ” を視野に入れて～」というテーマでご講演を賜りました。参
加者のアンケート回答からは、参観した活動や野口氏の話に感銘を受けている
方が多かったとともに、こうした取り組みを様々な場で実現していくための課題
について考えを深めている様子もうかがわれました。

平成28年度の様子

平成29年度の様子
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4
世界防災フォーラムにて
“ESD・SDGs と防災 ” セッション開催

平成29年11月26日（日）～28日（火）に仙台国際センターで開催
された世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠仙台2017にて、宮城
教育大学附属防災教育未来づくり総合研究センターは同27日に課
題別セッション「持続可能な開発と防災・減災―教育セクターの役
割再考―」を企画実施しました。

本セッションは、2015年に策定されいずれも2030年を目標年と
する国連持続可能な開発目標（SDGs）と仙台防災枠組（SFDRR）
を踏まえて、教育セクターが防災・減災に具体的にどのように貢献
できるか討議することを目的に開催しました。

来賓として参列した日本ユネスコ国内委員会副事務総長の池原充
洋文部科学戦略官による開会の挨拶に続き、ユネスコ・アジア太平
洋地域教育局（バンコク）のイ・ヒョンギョン企画官から、ユネスコ
による ESD（持続可能な開発のための教育）の推進とアジア地域
での防災教育の展開の海外での取組が紹介されました。宮城県多賀
城高等学校の佐々木克敬校長からは、全国で2例目となる防災専門
コース「災害科学科」を設置し、ESD を推進するユネスコスクール
の認定も受けている同校の防災教育カリキュラムについて詳細に説明があり、3年生の生徒2名が震災伝
承と防災に関する同校のユニークな取組を披露しました。これを受け、国連大学サステイナビリティ高等
研究所（東京）のフィリップ・ヴァウター主任研究員による総評と質疑応答が行われました。

会場は100名を超える参加者で埋め尽くされ、高校生や国内外の防災専門家らとの熱心なやりとりが続
きました。国際的な行動目標にも即しながら災害を地球規模の課題として捉え、教育界がその解決にどう
貢献できるかを考える未来志向の有意義なセッションとなりました。

世界約40の国・地域から900名を超える参加があった本体会議の閉幕にあたり発出された総括文書
（今村文彦実行委員長）においても、教育セクターが持続可能な開発における防災・減災の位置づけを強
調し、学校教育カリキュラムへの統合を促す必要性が指摘されました。本セッションの狙いである SDGs
と SFDRR の有機的な協調の必要性と ESD の有効性が世界の防災関係者にも共有されたといえます。

震災伝承と防災の取組を発表する宮城県多
賀城高等学校の生徒

セッション会場の様子

平成29年11月26日（日）は、「通常学級における特別支援教育～集団づくり・学級経営の視点から～」
をテーマに本学で開催し、75名の方にご参加いただきました。そして、学校現場での取り組みの実際や
工夫・留意点等に関して、佐々木全 氏（岩手大学准教授）、佐藤順 氏（多賀城市立多賀城東小学校教
諭）、本学の植木田潤准教授の3名による話題提供が行われました。参加者からは、「自身の指導の在り
方を振り返ることができた。集団の中で育てていく視点を大切にしたい」「自分のクラスの気になる子の行
動・発言が思い出され、自分自身の普段の関わり、言葉がけのヒントになりました。もっと認めてあげて、
良いところも見ていけるようになりたいと思いました」などの感想が寄せられました。

Ⅰ フォーラム等
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Ⅱ 学校対象事業Ⅰ フォーラム等

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。高等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。平成28年度は26件、平成29年度（※）は56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。

※平成29年度からより多くの取組みを対象とする集計方法に変更しました。

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、平成28年度は62件、平成29年度

（※）は304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。

※平成29年度からより多くの取組みを対象とする集計方法に変更しました。

3
教員キャリア研究機構
小学校英語教育研究領域事業

小学校英語教育研究センターでは、平成28年度・29年度に合わせて12の講演会を開催しました。その
うち、3講演について紹介いたします。

〇「英語教育セミナーワークショップ」平成28年12月3日
本セミナーでは「子どもが活き活きする 『コミュニケーション力』『発想力』を育む、体感ワークショッ

プ」・「次期学習指導要領の方向性と小学校英語・外国語活動の在り方について」の2講演を同時に行い
ました。他者との関わりや自己表現という「コミュニケーション」について、「生きるヒント」を伝えるため、
パフォーマンス集団のロクディムさんのワークショップを体験しました。また、新学習指導要領が小学校
では2020年に、中学校では2021年から、高等学校では2022年に導入が予定されていることから、次
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期学習指導要領の方向性と小学校英語・外国語活動の在り方につい
て伝えるために清泉女学院大学の和田順一先生をお呼びし、ともに
考えました。

〇「シャドーイングの種類とその効果」平成29年1月19日
東北学院大学文学部英文学科准教授中西弘先生を招き、モデル音

声をすぐさま繰り返すトレーニング方法であるシャドーイングについ
て講演していただきました。講演では、プロソディ面（音声）に注意
を向けた場合とコンテンツ面（統語・意味・語用論）に注意を向けた
場合の効果を様々な実証研究の結果を踏まえて紹介していただきまし
た。

〇�「外国語科教員として身に付けておきたいもの」平成29年11月6
日・7日
外国語 ( 英語など ) の学習と教授法に関する研究を行っている神奈

川大学外国語学部国際文化交流学科准教授の鈴木祐一先生より、2
日間にわたって、『高校生は中学英語を使いこなせるか？―Sherpa 基
礎定着調査から教育的示唆を考える』・『SLA 研究に基づく効果的な
英語学習法：明示的・暗示的指導と学習の観点から』の2つの講演を
していただきました。

Ⅱ 学校対象事業

4 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、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。

平成28年度は、宮城県白石高等学校で本学学校教育講座の笠間賢二教授が「『子どもの権利』につい
て」と題して講義を行いました。

平成29年度は、宮城県佐沼高等学校で本学教職大学院の田幡憲一教授が「学び続ける教員を育てる」
と題して講義を行ないました。

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。

5 教師を志す高校生支援事業
教師を志す高校生支援事業は、宮城県教育委員会との連携事業であり、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、平成25年度から実施してい
るものです。
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Ⅱ 学校対象事業

平成28年度

平成28年度は、8月8日、9日の2日間で約370名の高校生が参加して行われました。
午前に行われた教育講演会では、宮城県教育庁義務教育課副参事の前田正氏（8日）、同高校教育課

課長補佐の和賀久佳氏（9日）からは教育行政の立場から求める教師像について、岩沼市立岩沼小学校
教諭の高野沙織氏（8日）、名取市みどり台中学校教諭の勝又辰広氏（9日）からは教師の仕事や、やり甲
斐について、宮教大4年生の石川雄太さん（8日）、柏祐里さん（9日）からは教師を志した理由や大学生
生活について、それぞれ講演をいただきました。

続いて午後から行われた研究室体験（両日とも）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。

参加者からは、「教師という仕事のやりがいに、とても魅力を感じました。教師というのは子供達に教える
役目だと思っていましたが、学ぶことも大切だとわかりました。」、「話自体がすごく面白かったし、興味を持っ
て聞くことができました。私も生徒を惹きつけられる教師になりたいと思いました。」、「実際のゼミの様子や
卒論の研究発表をはじめて聞いて、研究内容の難しさ、深さを知ることができました。私も自分の興味のあ
る分野の研究をしたいと思った。」などの意見が寄せられました。 

平成29年度

平成29年度は、例年通り当初２日間で実施する予定でしたが、台風接近の影響で1日目が中止となり、
2日目の8月9日のみの実施となり、約150名の高校生が参加して行われました。

午前には、名取北高等学校教諭の草陽介氏、仙台第二高等学校養護教諭の小野木圭子氏、光明支援
学校教諭の庄司あずさ氏、宮城教育大学4年の大瀧純平さんをパネリストとし、宮城県教育庁高校教育
課主幹の菅原紀子氏がコーディネーターを務め、パネルディスカッションを行いました。パネルディスカッ
ションでは、それぞれの教師になろうと思ったきっかけ、教師として自分が身に付けなくてはいけないこと
などについて、話し合われました。また、参加した高校生からは「不登校の生徒への対応」「モンスターペ
アレントへの対応」「いじめ」などについてパネリストの先生方に質問が出され、先生方が回答に苦労され
る場面もあるなど、大変盛り上がりました。参加者からは「普段見ている先生たちの姿だけではなく、自
分が知らなかった先生たちの姿についても知ることができた。」「他の生徒の意識の高さを実感した。自分
も意識を高く持っていたつもりだったが、自分よりもはるかに意識が高い人がいて、非常に刺激になりまし
た。」という意見が寄せられました。

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いました。参加者からは「授業の作り方について詳しく知ることができた。」「グループ
での話し合いや、大学生の実際の発表を聞いて、大学でしかできない活動というものを直接感じることが
できた。」などの意見が寄せられました。
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Ⅱ 学校対象事業

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28年度 日　　　　時：平成28年9月27日
参加小学生数：1,470名（仙台市内17校）

平成29年度 日　　　　時：平成29年9月26日
参加小学生数：1,494名（仙台市内16校）

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」を開催しています。

平成16年度から始まったこの事業は平成29年度で14回目を数え、仙台市内の小学生に、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。

［プログラム］
① スーザ作曲：「星条旗よ永遠なれ」
　・楽器紹介　・指揮者体験コーナー
　　　ビゼー作曲：「カルメン第1組曲」より“ 闘牛士／トレアドール”
② アンダーソン作曲：「シンコペーテッド・クロック」
③ 《全体合唱》杉本竜一作詞・作曲：「ビリーブ」
④ ビゼー作曲：「カルメン第1、第2組曲」より
　“ アラゴネーズ ”“トレアドール”“ ボヘミアの踊り”

［プログラム］
① スーザ作曲：「星条旗よ永遠なれ」
　・楽器紹介　・指揮者体験コーナー
　　　ビゼー作曲：「カルメン第1組曲」より“ 闘牛士／トレアドール”
② ヨーゼフ・シュトラウス作曲：「鍛冶屋のポルカ」
③ 《全体合唱》杉本竜一作詞・作曲：「ビリーブ」
④ エルガー作曲：「威風堂 」々
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Ⅱ 学校対象事業

7 学生サポートスタッフ等ボランティア派遣事業

8 大学見学・研究室訪問の受け入れ

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。本学では、
平成28年度は131名、平成29年度は135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。

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28年度
は12校、平成29年度は13件を受け入れ、大学概要の説明、キャンパスツアー、授業見学や研究室訪問
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。

研究室訪問の様子 中学生に防災教育未来づくり総合研究センターについて説明
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Ⅲ 児童生徒対象事業

2 サイエンス・スクール（岩沼市）
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、岩沼市立玉浦小学校と玉浦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。平成29年10月26日には、岩沼市立岩沼西中学校 2年生（150
名）を対象に、平成29年12月14日には岩沼市立西小学校 6年生全員（184名）には、液体窒素を使った
実験を行いました。参加した小・中学生が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。

平成28年10月15日、平成29年10月14日
「理科大好きフェスティバル」が開催されました。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。
平成28年は10月15日に岩沼市立岩沼南小学校を会場に約800名の児童生徒が参加しました。平成29

年は10月14日に岩沼市立岩沼西小学校体育館を会場に約800名の児童生徒が参加しました。
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す。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と理科教育講座の三品助手が講師となり、水
環境分析関係の実験を出展しました。岩沼市内の公園池や河川等
の水環境の実態と将来予測を
調べる実験、水の不思議な性
質を調べる実験を出展し、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。

1
岩沼市 夢・あこがれプロジェクト

「理科大好きフェスティバル」

Ⅲ 児童生徒対象事業
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Ⅲ 児童生徒対象事業

3 スペースラボ in 仙台市天文台

平成28年度

仙台市天文台との連携事業「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、仙台市天文台を会場として平成21年度から実施しています。参加対象者は仙台市
およびその近郊の小中学生であり、今回の活動は以下のとおりです。

天動説 vs. 地動説　―実感編― （内山哲治教授）
日時：平成28年10月23日（日）　参加人数：36名

きらきら結晶をつくろう（笠井香代子教授）
日時：平成28年12月3日（土）　参加人数：38名

風を感じる　―宮沢賢治の自然観― （内山哲治教授）
日時：平成28年12月4日（日）　参加人数：14名

国語と理科が合体した植物学けんきゅう教室（小林恭士准教授）
日時：平成28年12月11日（日）　参加人数：18名

星空たんけん（髙田淑子教授）
日時：平成28年12月17日（土）　参加人数：34名

平成29年度

宇宙の中の生命―私たち脊椎動物はどこからきたんだろう？ （棟方有宗准
教授、髙田淑子教授、渡辺尚准教授）

日時：平成29年8月6日（日）　参加人数：23名
天動説 vs. 地動説（内山哲治教授）

日時：平成29年10月1日（日）　参加人数：20名
星はどうしてきらきらするの？ （内山哲治教授）

日時：平成29年11月11日（土）　参加人数：16名
星のようなきらきら結晶（笠井香代子教授）

日時：平成29年12月2日（土）　参加人数：25名
きらきら☆植物たんけん教室（小林恭士准教授）

日時：平成29年12月3日（日）　参加人数：16名
参加者のアンケートより、「楽しかった」「またやってみたい」という声が約

90%とたいへん好評であり、理科好きの子どもたちの裾野を大いに広げる
ことができました。また、活動の企画および実施を担う大学生に関して、「と
ても優しかった」「わかりやすく説明してくれた」といった感想から、理科実
験の指導を通して教員志望の学生と子どもたちとの交流を深めることもでき
ました。

星空たんけん

きらきら☆植物たんけん教室

星はどうしてきらきらするの？
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Ⅲ 児童生徒対象事業

4 スペースラボ in 気仙沼

平成28年度

平成29年度

ものづくりからせまる理科のひみつ
日　　時：平成28年12月10日（土）
場　　所：松岩公民館　参加人数：9名

ホヤのヒミツを探ろう
日　　時：平成28年12月26日（月）
場　　所：気仙沼市本吉町　蔵内之芽組・気仙沼市立松岩小学校　参加人数：8名

目に見えなくても・・　1　身近な放射線を探す　2　食卓の花粉をつかまえる
日　　時：平成30年1月27日（土）
場　　所：気仙沼市階上公民館　参加人数：2名

参加者には「とても楽しかった」「わかりやすかった」「なかなかこのような機会がなかったので、今回でき
てよかった」「他の理科の活動もやってみたい」といった感想をいただき、本事業を通して、理科好きの子
どもたちの裾野を大いに広げることができました。

気仙沼市・宮城教育大学連携センターとの連携事業「スペースラボ in 気仙沼」が、田幡憲一教授と本
学大学院生により以下のように実施されました。

5 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。

平成28年度は、栗原市立金成小中学校と栗原市立若柳小学校
を訪問し、平成29年度は、栗原市立一迫小学校と、栗原市立花
山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との交流を楽しんだり、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。
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Ⅲ 児童生徒対象事業

6 平成28・29年度ものづくりチャレンジ教室
技術教育講座では、「ものづくり」の楽しさを児童・生徒に経験させることを目的として、様々な体験型

教室を「ものづくりチャレンジ教室」として断続的に行ってきています。平成24年度からは宮城教育大学
大学祭の「ものづくりの部屋」として、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
導する工作教室を継続的に実施しています。平成28年10月29日～30日、平成29年10月21日～22日の各
2日間、初回から数えて5・6回目の教室を実施しました。

4種類の工作教室の参加人数は、（1）ジェルキャンドル作り（H28：139人、H29年：110人）、（2）光
るアクリル飾り作り（H28：107人、H29年：79人）、（3）ビー玉万華鏡作り（H28：50人、H29年：34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（H28：140人、
H29年：106人）となり、延べ人数として H28:436人、H29年：319人と多くの方が参加されました。年
によって参加人数の変動はありますが、30分程度の短時間でできる工作から、サンドブラストのガラスコッ
プ加工のように1時間近くかける工作まで、ものづくりの楽しさを親子で経験できる教室になりました。自
分で味付けをするポップコーンや色と味が違うザラメで作るレインボー綿あめのコーナーも楽しみの一つの
ようで、大学祭を盛り上げる企画として定着しています。

ものづくりチャレンジ教室の様子
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7 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、大郷町サマースクール・ウィンタースクールが以下のと

おり実施されました（ウィンタースクールは小学校のみ）。

平成28年度 夏　平成28年8月22日～24日　　10名
冬　平成28年12月26日～27日　　5名

平成29年度 夏　平成29年8月23日～25日	 　12名
冬　平成29年12月25日～26日	　10名

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。

大郷小学校で学習支援ボランティアをしている様子

Ⅲ 児童生徒対象事業
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Ⅳ 学生対象事業

Ⅳ 学生対象事業

2 学府くりはら塾

平成28年度
《夏休み学習会》　①実施期間　中学生の部：8月16日～20日　5日間

　　　　　　　　　　　　　小学生の部：8月10日～12日　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：栗原文化会館・栗原市教育研究センター

《冬休み学習会》　①実施期間　中学生の部：12月25日～27日　3日間
　　　　　　　　　　　　　小学生の部：12月25日、27日、28日　3日間
　　　　　　　②実施会場　中学生の部：国立花山青少年自然の家・石楠花センター
　　　　　　　　　　　　　小学生の部：栗原文化会館・栗原市教育研究センター

1 フォローアップ講座
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」、「Ｉ
Ｔ講習会」、「普通救命講習」、「学校勤務のためのオリエンテーション講
座」、「地域教材を学ぶ講座」、「防災教育を学ぶ講座」等の実習・講習に
参加しました。

この中の「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。平成28年度は13名、平成29年度は9名の学生を仙台市内の小・中・高等学校に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Ｐ
ＴＡとの関係理解など、実務を中心とした実習を行いました。

仙台市内高等学校での実習の様子

平成20年度にスタートした「学府くりはら塾」は下記の通り実施されました。

Ⅲ 児童生徒対象事業

平成29年度
《夏休み学習会》　③実施期間　中学生の部：8月16日～19日　4日間

　　　　　　　　　　　　　小学生の部：8月8日～10日   3日間
　　　　　　　④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：栗原文化会館・栗原市教育研究センター
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Ⅳ 学生対象事業

3 ふるさとインターンシップ事業
学部1年次に学校現場を経験し、その楽しさや難しさ、授業以外の教育課題に触れる機会を設けるととも

に、教職に関する興味・関心・意欲を向上させるべく、平成29年度より「ふるさとインターンシップ事業」を
実施しました。

この事業は、主に出身地の小中学校において、当該校教員の指導監督の下で学校の教育活動の実際を見
学、児童生徒支援等の活動を行うことにより、

①教員の職務をより深く理解させるとともに児童生徒理解につなげる
②出身地の教育振興に寄与しようとする意欲を育てる
③将来出身地の教員として寄与できる人材の育成につなげる

ことを目的としています。
初回である平成29年度は青森県と宮城県で実施し、青森県では11名、宮城県内では県、多賀城市、塩

竈市の各教育委員会ご協力のもと6名の学生がインターンシップに参加しました。参加した学生からは、「早
期に教員側の立場で現場を体験できた」、「1日を通して授業では見ることができない子どもの様子を見ること
ができた」、「教育実習を行うまえに現場を体験できたことは貴重だった」、「教員の魅力を改めて感じ、教員
になりたいという気持ちが一層強くなった」といった前向きな声がきかれました。

本学では、次年度以降も継続的に本事業を実施するとともに対象地域を順次拡大し、将来的に学部1年
次学生全員が本事業に参加することを目指しています。

《冬休み学習会》　③実施期間　中学生の部：12月25日～27日　3日間
　　　　　　　　　　　　　小学生の部：12月26日～28日　3日間
　　　　　　　④実施会場　中学生の部：国立花山青少年自然の家
　　　　　　　　　　　　　小学生の部：栗原文化会館・栗原市教育研究センター

中学生に対しては、既習事項を基に、個別指導や一斉指導を展開して、生徒の苦手意識や課題の克服
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。中学生の部では、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りました。

多賀城市ならびに塩竈市の小学校・中学校でのインターンシップの様子
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Ⅴ 共同研究事業
1 基礎学力の共同研究（確かな学力研修委員会）
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28年度及び29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」や、
仙台市教育センターで開催された「授業力レベルアップ研修会」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。

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（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。
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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28年度
【第1回】

日　　時：平成28年6月5日　　参加者数：27名
講　　義： 「発達障害（LD、ADHD、ASD）や愛着障害等についての理解と支援の仕方」
 特別支援教育講座　植木田　潤　准教授
演　　習： 「講義の振り返りと現在直面している課題の改善・解決に向けた話し合い」
 特別支援教育総合研究センター　野崎　義和　講師

【第2回】
日　　時：平成28年12月3日　　参加者数：42名
講　　義：「特別な支援が必要な子どもへの支援の在り方」
演　　習：「ソーシャルスキルトレーニング等の個別支援の実際」
 特別支援教育講座　植木田　潤　准教授

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、特別支援教育支援員講習会を実施して
います。

平成29年度
【第1回】

日　　時：平成29年6月3日　参加者数：32名
講　　義：「視覚障害者から見た共生社会とは」～はたして誰と誰が共生するのでしょう？～
演　　習：「視覚障害教育から見た地域校における福祉教育」
 特別支援教育講座　長尾　博　教授

【第2回】
日　　時：平成29年12月2日　参加者数：24名
講　　義：「支援の方策、具体的解決策の提案」
演　　習：「意見交換、情報共有」
 教職大学院　関口　博久　教授

野崎講師の演習の様子

関口教授の講義の様子
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3 JICA 課題別研修

2 登米市環境出前講座

平成28年度 第2期2年度
期間：3週間　参加：8か国15名

JICA 課題別研修「教員養成課程における方法と技術」を実施
しました。本研修は3年間を1コースとして行われ、平成28年度は
2年目、平成29年度は3年目の研修にあたります。

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、共通な
課題である教育改善に取り組む本研修は、本学の教職員、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。

平成27年度より続いた本研修は、平成29年度をもって第2期最終年度を迎えましたが、平成31年度よ
り、第3期研修の開始を予定しております。

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、地球温暖化防止の対策など、登米市民を中心とした専門部会で検討され
ているものです。宮城教育大学附属環境教育実践研究センターは、このような専門部会に対して積極的
な支援を進めています。今年度は、登米市内の小・中学校に対する環境学習支援、NPO や環境関連企
業担当者への課題研修を現地で実施すると共に、登米のリーダー研修生を宮城教育大学に招き、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た研修を実施し、問題解決に向けた実践的指導
を行いました。

平成29年度 第2期最終年度
期間：3週間　参加：8か国15名

4 角田市幼児教育懇談会
平成28年度と平成29年度、それぞれ年3回にわたって、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（教育長も出席）、
角田市内の小学校・幼稚園・保育所、児童センター等から関係者が角
田市役所に参集しました。本学からは幼児教育講座：佐藤哲也教授が
助言者として参加しました。

毎回の懇談会ではテーマを設定して、2時間に渡って情報・意見交 平成28年度
第3回角田市幼児教育懇談会
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5
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

本学の技術教育講座は、独立行政法人教職員支援機構（旧教員研修センター：平成28年度まで）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を平成16年度から断続的に
会場大学として担当しています（平成26年度は本学以外で実施。平成28・29年度は本学における13・14
回目の開催）。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
います。

平成28年度は、（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」として、7月25日～7月29日にわたって、以下の内容の研修を実施しました。石川県や沖縄県など全
国から合計28人（宮城県3人）が参加しました。

・これからの技術・家庭科技術分野－学習指導要領改訂を踏まえて－
・材料加工（鉋の刃研ぎ治具・木材加工小作品の製作） 
・防災教育におけるものづくり（技術科教育）の可能性
・電気の基礎知識と LED
・省エネルギー照明としての LED の活用 
・ロボットを活用したコンピュータ制御学習
・往復スライダクランク機構の設計・製作と機構解析
・デジタル工作機械の教育利用（3D プリンタほか） 
・生物育成分野の目的・作物栽培技術の基礎
・作物の管理方法（圃場作物の観察と管理実習）
・養液栽培の体験 
・作物バイテク実験室の見学と簡単な実験体験
・システム的な授業設計
・技術科に求められるプログラミング教育
・ものづくりとしてのプログラミング

平成29年度は、（技術・家庭Ⅰ-1）「技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力
の育成を目指した技術分野の指導」として、7月24日～7月28日にわたって、新学習指導要領に対応した

換がなされました。それらは、平成28年度：「幼児期の遊び」（9月2日）、「家庭との連携」（12月5日）、「学
校との連携・接続」（2月24日）、平成29年度：「幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こど
も園教育保育要領改訂から見た幼・保・小連携」（9月1日）、「支援を必要とする親と子へのかかわり」（12
月4日）、「職員の養成」（2月5日）と、多岐にわたりました。平成29年度は、佐藤教授が講話を担当して、
議論の活性化を図りました。

参加者一同、角田における子どもや子育て世代をめぐる現状や問題意識を共有しながら、「子どもの最
善の利益」を保障する子育て支援のありようについて、語り合いました。
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以下の内容の研修を実施しました。岩手県や宮崎県など全国から合計15人（宮城県2人）が参加しました。
・これからの技術教育－学習指導要領の改訂を踏まえて－
・材料と加工の技術の原理・法則（加工技術の活用に関する発想）
・材料加工技術の理解を深める題材の検討（鉋の刃研ぎ治具・木材小作品） 
・電気エネルギー活用のための原理と法則
・生活を支える省エネルギー技術
・課題解決型の制御学習
・生活や社会を支える情報技術 ( 情報モラル・サイバーセキュリティ) 
・情報の技術の授業設計
・計測・制御のプログラミング
・双方向性のあるコンテンツのプログラミング
・生物育成分野の目的・作物栽培技術の基礎
・作物管理実習を通した作物成長の原理・法則の理解
・養液栽培や栽培容器製作による育成環境を調節する方法の検討
・生物育成に関する新しい技術の理解と活用（バイテク体験を含む）
・ エネルギー変換における力学的な原理・法則の理解を深める題材の検討
　（往復スライダクランク機構）
・新たな技術の選択と新しい発想に基づく改良と応用（デジタル工作機械の活用）

研修の様子
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1 公開講座

2 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います。 平
成28年度は40講座、平成29年度は46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。 

●くずし字への興味がわいてきました。短期間で読めるようになるとは思いませんが、教えて頂いたこと
を基にして自分なりに、継続して学んでいきたいと思います。大変ありがとうございました。
 （「くずし字入門Ⅱ）」より）

●娘も楽しんでいました。家の中の遊びはマンネリになってしまうのですが、教わったわらべうたで、家族
楽しく過ごしたいです。 （「おさなごと楽しむふれあい遊び」より）

●カウンセリングは学校の教育活動では、欠く事のできない物であるので、今日学んだたくさんの事を自分自身、
また、生かせる場面で生かして行きたいと考えている。 （「スクールカウンセリング」 より）

●自分の子どものころにあれば良かったと思う。今からプログラミングをはじめます。プログラムについて、何の
知識も無い者にとって、大変良いきっかけでした。 （「大人のためのプログラミング体験」より）

●前から体験してみたいと思っていた三味線、案にたがわずよい音色、リズムに気持ちよさを感じました。
なかなか覚えられないところは年のせいかなと思っておりますが、これからも三味線その他邦楽を楽し
んでいきたいと思っています。 （ 「体験講座　三味線入門」 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。

本学名誉教授の島森哲男氏による「漢詩ゆったり鑑賞講座」を、平成28年
度は7月9日、16日に、平成29年度は7月8日、15日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開講しました。
「漢詩ゆったり鑑賞講座」は平成29年度で13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。例年、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。
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3 附属図書館展示会
平成28年度 「歴史のなかの教科書　美術―美感は時代を映し出す」

平成29年度 「国語教科書のなかの作家たち――漱石・賢治・太宰・敦」

附属図書館は、平成28年8月1日（月）から8月31日（水）まで、「歴
史のなかの教科書　美術―美感は時代を映し出す」展を開催しました。

本展示会では、明治時代から現代までの美術教科書の歴史をたどり
ながら、学校教育の中の美術教育の位置付けや、日本人の美や美術・
芸術に対する価値観の変化などを探りました。オープンキャンパスに参
加した高校生や、教員免許状更新講習のため来学した教員など、学外
からも多数の来場者がありました。「教科書という資料のおもしろさを
感じとることができました」などの感想が寄せられ、展示会は好評を
もって終了しました。

また、8月22日（月）には、立原慶一本学名誉教授による記念講演
会「図画教育史における美感・再現性・説明性の論理」を開催しまし
た。立原名誉教授は、教科書に掲載された作例を、「美感」の変遷と
いう観点から具体的に解説し、参加者から「時代を超えた美感を学ぶ
ことが出来た」などの感想を寄せられました。

附属図書館は、平成29年7月11日（火）から8月10日（木）まで、「国
語教科書のなかの作家たち―漱石・賢治・太宰・敦」展を開催し、
教科書および関連図書を約300点展示しました。

平成29年度の教科書展は、夏目漱石、宮沢賢治、太宰治、中島敦ら、
国語教科書に採択されてきた主要な作家を取り上げ、その生涯や作品、
言葉、思想などを紹介しました。同時に、それぞれの教科書が発行さ
れた時代状況も合わせて考えることで、その作家や作品が教科書に登場
することとなった背景にも目を向けました。

学内の学生や教職員のみならず、オープンキャンパスに参加した高校
生や、一般市民など、学外からも多数の来場者がありました。「自分の
中の文学作品に対する世界が広がっていく感じがした」などの感想が
寄せられ、展示会は好評をもって終了しました。

また、展示会初日には、本学の佐野幹講師、中地文附属図書館長、
木戸浦豊和図書館職員によるトーク・イベント「定番教材を考える」を
開催しました。3名は、それぞれ太宰・賢治・漱石が定番教材として採択されてきた背景などについて紹
介しました。参加者から「教材化される作家たちの経歴やその背景が様々に異なり、また評価においても
色々な見方があることに驚いた。これを機会に、たくさん文学にふれてみたい」などの感想がありました。

展示会場の様子

展示会場の様子

講演会の様子

講演会の様子
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4 ロビーコンサート in 仙台市天文台

平成28年度 Vol.17～祈らばや　ゆらぐ星のもと～
　平成28年9月4日（日）
Vol.18～星をかなでる　賢治がうたう　賢治をうたう～
　平成28年12月17日（土）

平成29年度 Vol.19～めでたし　海の星～
　平成29年12月16日（土）

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。
毎回100名を超える人が訪れ、学生が日頃の練習の成果を発揮し成長できる場であるとともに、地域との
つながりを感じることができる場所となっています。
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Ⅷ 協定等締結その他

1
セルコホームズーパラダイス八木山

（仙台市八木山動物公園）
「教員免許状更新講習」

本学では、教員免許状更新講習（選択講習）を例年、仙台
市八木山動物公園で実施しています。平成29年度は8月2日に

「動物園学習の企画と実践」と題し、幼稚園・小学校の教員を
対象に、動物園などでの校外学習の進め方や八木山動物公園の
活用の方法について学ぶための研修を実施しました。また、8月
9日には「動物園で学ぶ動物の飼育と観察」と題して、理科教員
を対象に、動物園教材を活用した教育の方法を学ぶ講習会を実
施しました。安全で楽しい動物園は学習の場として、また職業
体験などの場としても人気があります。社会教育施設の有効な教育活用を目指して、今後も教員の学びの
場作りを進めていく予定です。

「生命環境科学」
平成29年度の学部授業科目「生命環境科学」では、受講生がそれぞれ1日ずつ、動物園内の「ふれあ

いの丘」で、子供達のふれあい活動の支援を学外での実習として行いました。生き物の取り扱いや子供達
の体験活動の意義について学ぶことが多い活動で、動物園スタッフの皆様にも暖かく適確な指導を頂き、
振り返りの際には学生からも動物園側からも、高い評価を得ることができました。平成30年度には、再
度実施の予定です。綿密な打ち合わせのもとで円滑な実施にご協力いただいた担当の皆様に感謝してい
ます。

JICA 草の根技術協力事業「動物園を拠点とする生物多様性保全のためのESDプロジェクト」
2017年3月より3カ年、本学と動物園が共同実施体を結成し

て、JICA 草の根技術協力事業に取り組んでいます。目的は、マ
ダガスカルの国立動物園の技術支援を行い、マダガスカルの生
物多様性保全教育・ESD の推進に貢献することです。2017年度
には3回の専門家派遣を共同で実施し、動物飼育や ESD 活動
に関する指導助言や経験交流を現地で行っています。

マダガスカルで共同実施した ESDワーク
ショップの様子
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Ⅸ 各種データ集
1 2016年度
1．公開講座実施一覧
講座
番号 講座名 開催日時

1 小学校社会科の授業づくりと実践

平成28年6月4日（土）14：00～15：30
平成28年7月16日（土）14：00～15：30
平成28年9月10日（土）14：00～15：30
平成28年10月29日（土）14：00～15：30
平成28年12月3日（土）14：00～15：30
平成29年2月11日（土）14：00～15：30

2 中学校社会科の授業づくりと実践

平成28年 7月3日（日）10：30～12：00
平成28年 9月4日（日）10：30～12：00
平成28年11月6日（日）10：30～12：00
平成28年12月4日（日）10：30～12：00
平成29年2月5日（日）10：30～12：00
平成29年3月5日（日）10：30～12：00

3 算数・数学、嫌いになったのはなぜかしら？（その4） 平成28年7月2日（土）　7月16日（土）10：30～12：30

4 整数の性質について
－高校数学「数学 A」の再考－ 平成28年7月16日（土）10：30～14：30

5 教材としてのイネを使い尽くす（1） 平成28年7月16日（土）10：00～16：10
6 物理学のすゝめ 平成28年7月18日（月・祝日）10：00～16：00

7 復興教育学
－ ESD 持続可能な開発のための教育－（気仙沼）

平成28年7月23日（土）9：30～16：30
平成28年7月24日（日）9：30～16：30

8 触覚世界の冒険 平成28年7月31日（日）10：30～16：30
9 からだの時間 平成28年8月2日（火）10：00～16：00
10 高校生がつくる社会科授業 平成28年8月10日（水）9：30～16：20

11 食教育Ａ 平成28年8月10日（水）9：00～16：00
平成28年8月11日（木）9：00～16：00

12 食教育Ｂ 平成28年8月18日（木）9：00～16：00
平成28年8月19日（金）9：00～16：00

13 復興教育学
－ ESD　持続可能な開発のための教育－

平成28年8月19日（金）9：00～16：00
平成28年8月20日（土）9：00～16：00

14 スクールカウンセリング 平成28年8月20日（土）13：00～16：00
15 くずし字入門Ⅰ 平成28年8月27日（土）10：30～16：20
16 教材としてのイネを使い尽くす（2） 平成28年9月 3 日（土）10：00～16：10
17 くずし字入門Ⅱ 平成28年9月10日（土）13：00～15：10
18 LED を使ったランタンを作ろう！ 平成28年9月25日（日）10：00～15：00

19 数学という見方
平成28年10月1日（土）10：30～14：30
平成28年10月15日（土）10：30～14：30
平成28年10月22日（土）10：30～14：30

20 体験講座　三味線入門 平成28年10月9日（日）10：00～16：00
21 体験講座　三味線中級 平成28年10月10日（月）10：00～16：00
22 体験講座　インドネシアの音楽・ガムラン入門 平成28年10月22日（土）10：30～15：30

2301 教師の技　ステップアップ講座
ー初任者・講師の方へー（第1回） 平成28年6月18日（土）13：00～15：00

2302 教師の技　ステップアップ講座
ー初任者・講師の方へー（第2回） 平成28年6月25日（土）13：00～15：00

2303 教師の技　ステップアップ講座
ー初任者・講師の方へー（第3回） 平成28年7月9日（土）13：00～15：00
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●他機関と連携して実施した講習の詳細
講習名 講習開催地 開催日時

ESD 入門 - 持続可能な開発のための教育 - 気仙沼市 平成28年7月23日（土）
～平成28年7月24日（日）

青葉山環境教育セミナー・動物園学習の企画と実践 八木山動物公園 平成28年7月25日（月）
青葉山環境教育セミナー・動物園で学ぶ動物の飼育と観察 八木山動物公園 平成28年7月27日（水）
学校教育と体験活動 A 国立花山青少年自然の家 平成28年8月8日（月）
生徒指導の実際 栗原市 平成28年8月9日（火）
教育の必修基礎 in 気仙沼 気仙沼市 平成28年9月10日（土）
道徳教育 in 気仙沼－ p4c（子どもの哲学）を含む－ 気仙沼市 平成28年9月11日（日）
地域の産業と生物多様性に基づく環境教育 気仙沼市 平成28年10月1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29年1月21日（土）

2．教員免許状更新講習件数

全講習 内、他機関と連携
して実施した講習

件数 90 9

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 26 62 12

講座
番号 講座名 開催日時

24 英語科教育講習 E ―H28英米文学― 平成28年7月9日（土）9：00～15：40
25 英語科教育講習Ｆ―H28英語コミュニケーション― 平成28年7月16日（土）9：00～15：10
26 英語科教育講習Ｇ－英語コミュニケーション－ 平成28年7月17日（日）9：00～16：10
27 英語科教育講習Ｍ－ H28異文化理解－ 平成28年8月9日（火）9：00～15：40
28 英語科教育講習Ｏ－ H28異文化理解－ 平成28年8月10日（水）9：00～15：40
29 英語科教育講習Ａ－ H28教科の指導法－ 平成28年8月15日（月）9：00～15：40
30 英語科教育講習Ｂ－ H28英語学－ 平成28年8月16日（火）9：00～15：40
31 英語科教育講習Ｃ－ H28異文化理解－ 平成28年8月17日（水）9：00～16：10
32 英語科教育講習Ｄ－ H28異文化理解－ 平成28年8月18日（木）9：00～16：10
33 英語科教育講習Ｋ－ H28英語コミュニケーション－ 平成28年8月27日（土）9：00～15：10
34 英語科教育講習Ｌ－ H28英語コミュニケーション－ 平成28年8月28日（日）9：00～16：10
35 英語科教育講習Ｐ－ H28異文化理解－ 平成28年9月17日（土）9：00～15：40
36 英語科教育講習Ｎ－ H28異文化理解－ 平成28年9月24日（土）9：00～15：40
37 英語科教育講習Ｈ－ H28英米文学－ 平成28年9月25日（日）9：00～15：40

38 漢詩ゆったり鑑賞講座（12） 平成28年7月9日（土）13：00～16：20
平成28年7月16日（土）13：00～16：20

39 能と日本文化

平成28年9月3日（土）13：30～16：00
平成28年9月10日（土）13：30～16：00
平成28年9月17日（土）13：30～16：00
平成28年9月24日（土）13：30～16：00
平成28年10月1日（土）13：30～16：00

40① 子どもの学習の筋道をさぐる授業研究 毎月1回（6月～2月）
初回：平成28年6月15日（水）19：00～20：30

40② 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（6月～2月）
初回：平成28年6月29日（水）19：00～20：30

40③ 入門期のかな文字指導 － 幼少接続にむけて － 平成28年7月23日（土）13：30～16：30
40④ 授業研究ｰ教材開発の原則 －〈大崎会場〉 平成28年11月12日（土）13：30～16：30



28 2016・2017「絆」連携の歩み

Ⅸ 各種データ集

2 2017年度
1．公開講座実施一覧
講座
番号 講座名 開催日時

1① 教師の技　ステップアップ講座
－初任者・講師の方へ－望ましい学級集団づくりについて 平成29年6月17日（土）13：00～15：00

1②
教師の技　ステップアップ講座
－初任者・講師の方へ－通常学級の中の特別支援を要する
児童・生徒について

平成29年6月24日（土）13：00～15：00

1③ 教師の技　ステップアップ講座
－初任者・講師の方へ－発問について 平成29年7月8日（土）13：00～15：00

2 算数・数学、嫌いになったのはなぜかしら？
（その5）

平成29年7月1日（土）10：00～12：00
平成29年7月15日（土）10：00～12：00

3 英語科教育講習 A －英語コミュニケーション－ 平成29年7月1日（土）9：00～16：00
4 英語科教育講習 B －英語コミュニケーション－ 平成29年7月8日（土）9：00～16：00
5 数学で考えよう －無限和について－ 平成29年7月8日（土）10：30～4：30
6 英語科教育講習 C －教科の指導法－ 平成29年7月9日（日）9：00～16：15
7 くずし字入門Ⅰ 平成29年7月15日（土）10：30～16：20
8 英語科教育講習 D －英語コミュニケーション－ 平成29年7月16日（日）9：00～16：10
9 物理学のすゝめ 平成29年7月17日（月・祝日）10：00～16：00
10 くずし字入門Ⅱ 平成29年7月22日（土）13：00～15：10
11 英語科教育講習 E －英語コミュニケーション－ 平成29年7月22日（土）9：00～16：10

12 復興教育学
－ＥＳＤ持続可能な開発のための教育－（気仙沼）

平成29年7月22日（土）9：30～16：30
平成29年7月23日（日）9：30～16：30

13 英語科教育講習 F －英米文学－ 平成29年7月23日（日）9：00～15：40
14 英語科教育講習 G －教科の指導法－ 平成29年8月9日（水）9：00～15：40

15 食教育Ａ 平成29年8月9日（水）9：00～16：00
平成29年8月10日（木）9：00～16：00

16 学校教員のための放射線講座 平成29年8月10日（木）9：00～15：40
17 英語科教育講習 H －英語学－ 平成29年8月10日（木）9：00～16：10

18 教育評価入門 平成29年8月17日（木）10：30～17：50
平成29年8月21日（月）13：00～17：50

19 食教育Ｂ 平成29年8月17日（木）9：00～16：00
平成29年8月18日（金）9：00～16：00

20 英語科教育講習Ⅰ－英語学－ 平成29年8月18日（金）9：00～15：40
21 「物理」してますか？ 平成29年8月18日（金）9：00～15：10
22 児童生徒の携帯電話の利用実態の把握と適切な指導法 平成29年8月18日（金）13：00～14：30

23 復興教育学
－ＥＳＤ 持続可能な開発のための教育－

平成29年8月19日（土）9：00～16：00
平成29年8月20日（日）9：00～16：00

24 持続可能な社会と租税教育 A 平成29年8月8日（火）9：00～15：30
25 英語科教育講習 J －英語学－ 平成29年9月9日（土）9：00～15：40
26 英語科教育講習 K －英米文学－ 平成29年9月16日（土）9：00～15：40
27 おさなごと楽しむふれあい遊び 平成29年9月16日（土）10：30～12：00
28 英語科教育講習 L －英語学－ 平成29年9月17日（日）9：00～15：40
29 英語科教育講習 M －異文化理解－ 平成29年9月23日（土）9：00～15：40
30 LED を使ったランタンを作ろう！ 平成29年9月23日（土）10：00～15：00
31 体験講座　インドネシアの音楽・ガムラン入門 平成29年9月23日（土）10：30～15：30
32 スクールカウンセリング 平成29年9月23日（土）13：00～16：00
33 英語科教育講習 N －異文化理解－ 平成29年9月30日（土）9：00～15：40
34 大人のためのプログラミング体験 平成29年10月1日（日）10：00～16：30

35 数学という見方
平成29年10月1日（日）10：30～14：30
平成29年10月14日（土）10：30～14：30
平成29年10月28日（土）10：30～14：30

36 大人のためのプログラミング的思考体験 平成29年10月8日（日）10：00～16：30
37 体験講座　三味線入門 平成29年10月8日（日）10：00～16：00
38 体験講座　三味線中級 平成29年10月9日（月）10：00～16：00
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●他機関と連携して実施した講習の詳細
講習名 講習開催地 開催日時

ESD 入門－持続可能な開発のための教育－ 気仙沼市 平成29年7月22日（土）
～平成29年7月23日（日）

青葉山環境教育セミナ－・動物園学習の企画と実践 八木山動物公園 平成29年8月2日（水）
生徒指導の実際 栗原市 平成29年8月4日（金）
学校教育と体験活動 A 国立花山青少年自然の家 平成29年8月8日（火）
青葉山環境教育セミナ－・動物園で学ぶ動物の飼育と観察 八木山動物公園 平成29年8月9日（水）
教育の必修基礎 in 気仙沼 気仙沼市 平成29年9月9日（土）
道徳教育 in 気仙沼－ p4c（子どもの哲学）を含む－ 気仙沼市 平成29年9月10日（日）
地域の産業と生物多様性に基づく理科教育・環境教育 気仙沼市 平成29年10月14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30年1月20日（土）

2．教員免許状更新講習件数

全講習 内、他機関と連携
して実施した講習

件数 92 9

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 56 304 13

講座
番号 講座名 開催日時

39 教員のためのタブレット端末活用入門 平成29年10月15日（日）10：00～16：30
40 持続可能な社会と租税教育 B 平成29年11月23日（木）9：00～15：30

41 漢詩ゆったり鑑賞講座（13） 平成29年7月8日（土）13：00～16：20
平成29年7月15日（土）13：00～16：20

42 「探求の対話」の実際
～問いを立て、対話を通して深く考える～ 平成29年10月21日（土）10：30～12：00

43 日系アメリカ人コミュニティの歴史と現在 平成29年12月16日（土）10：30～12：00
44 伊達政宗のまちづくり－城下町仙台の成り立ち－ 平成30年1月20日（土）13：00～14：30

45 能と日本文化

平成29年9月 2日 （土）13：30～16：00
平成29年9月9日（土）13：30～16：00
平成29年9月16日（土）13：30～16：00
平成29年9月23日（土）13：30～16：00
平成29年9月30日（土）13：30～16：00

46① 授業研究－ 子どもと教材のかかわりを豊かにする －
（全3回）

平成29年7月27日 ( 木 )19：00～20：30
平成29年10月26日 ( 木 )19：00～20：30
平成30年2月1日 ( 木 )19：00～20：30

46② カリキュラム・マネジメントの原理と方法（全3回）
平成29年6月3日 ( 土 )13：30～16：30
平成29年7月22日 ( 土 )13：30～16：30
平成30年3月3日 ( 土 )13：30～16：30

46③ 授業研究 ｰ 教材研究の原則 －〈大崎会場〉 平成29年11月11日（土）13：30～16：30

46④ 小学校社会科の授業づくりと実践（全7回）

平成29年6月3日（土）14：00～15：30
平成29年7月1日（土）14：00～15：30
平成29年8月19日（土）14：00～15：30
平成29年9月2日 ( 土 )14：00～15：30
平成29年11月3日（金）14：00～15：30
平成29年12月2日 ( 土 )14：00～15：30
平成30年2月3日 ( 土 )14：00～15：30

46⑤ 中学校社会科の授業づくりと実践（全5回）

平成29年8月19日（土）16：00～17：30
平成29年9月2日（土）16：00～17：30
平成29年11月3日 ( 金 )16：00～17：30
平成29年12月2日 ( 土 )16：00～17：30
平成30年2月3日 ( 土 )16：00～17：30

※平成29年度からより多くの取組みを対象とする集計方法に変更しました。




