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･･････････････

Ⅶ

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）

1
27･･･････････････････････････････････

協定等締結その他Ⅷ

公開講座実施一覧

教員免許状更新講習件数
(他機関と連携して実施したもの)

出前授業・講師派遣・大学見学実施件数

1

2

3

29

31

31

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

･････････････････

･･････

各種データ集Ⅸ

出前授業

校内研究等支援事業

教員キャリア研究機構
小学校英語教育研究領域事業

高大連携事業地域開催公開講座

教師を志す高校生支援事業

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

大学見学・研究室訪問の受け入れ

1

2

3

4

5

6

7

8

05

05

05

07

07

08

09

09

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

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

･････････････････････････････････････

････････････････

･･････････････････････････

･･････････････････････････････････

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

････････････････

学校対象事業Ⅱ
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「第８回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

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

1

2

3

4

5

6

7

10

11

11

12

13

13

14

･････････････

････････････････････････

･････････････････････

････････････････････････････････････

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

･･･････････････････････････････

････

児童生徒対象事業Ⅲ

フォローアップ講座

学府くりはら塾

ふるさとインターンシップ事業

1

2

3

15

15

16

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

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

･･･････････････････････

学生対象事業Ⅳ

連携の歩み

2018

K I Z U N A



　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30年6月30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

における学校と家庭の連携」と題し、公開研究会を開催し

ました。

　今回の公開研究会では、宮城教育大学・教授の植木田

潤氏、仙台市立長町小学校・校長の齋藤浩一氏、㈱ハリウ

コミュニケーションズ総務部長の越路明美氏（元仙台市立

小学校教頭・小中学校養護教諭）を講師・パネラーに迎え

て、不登校支援における発達的側面、学校の支援体制、家

庭における課題等について、基調講話とパネルディスカッ

ションによる検討と考察を行いました。学校教職員や学

生、保護者を含む一般市民、関係機関職員等、全体で125

名の参加があり、不登校支援の課題と今後の取組に関す

る理解を深めることができました。

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

力的に取り組んでいます。本大会は、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一層の活

性化を目的とし、毎年開催しています。

　東北各地から集まった小中高等学校あわせて１０の学校に

よるポスターセッションでは、各校の特色的な活動について児

童・生徒が発表を行い、発表後には活発な質疑応答が行われ

ました。当日は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。

　文部科学省、宮城教育大学の主催のもと、平成30年度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

　宮城教育大学教員キャリア研究機構特別支援教育研究領域では、年に1回「特別支援教

育フォーラム」を開催しています。今年度は、本学BP（いじめ防止支援）プロジェクトの協力の

もと、平成30年10月27日（土）に「インクルーシブ教育の視点を活用した学級経営といじめ

防止」をテーマに本学で開催しました。

　まず、本学の久保順也准教授から、BPプロジェクトの紹介とこれまで本学が取り組んできた研

究についての報告が行われました。また、リーフレット「子どもたちみんなが育つ インクルーシブ

学級経営一年間」を取り上げ、インクルーシブ教育の視点を活用した学級経営の具体像を示し

ていただきました。

　そして、実践報告として、石山美穂教諭（仙台市立八軒中学校）と白木澤そのみ教諭（仙台

市立高砂中学校）による話題提供が行われました。石山氏からは、道徳の教科化に向けて学

校が実施した生徒の意識調査の結果や、そこから見いだされた生徒の課題に対応するために

考案された授業実践とその成果について発表していただきました。白木澤氏からは、特別支援

学級担任の立場から、校内における交流及び共同学習の実践内容と、特別支援学級の生徒と

ポスターセッションの様子

第7回ユネスコスクール大会東北大会／第8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

1 公開研究会「不登校支援における学校と家庭の連携」

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

3 特別支援教育フォーラム

02 032018「絆」連携の歩み KIZUNA 2018
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名の参加があり、不登校支援の課題と今後の取組に関す

る理解を深めることができました。

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

力的に取り組んでいます。本大会は、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一層の活
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育フォーラム」を開催しています。今年度は、本学BP（いじめ防止支援）プロジェクトの協力の

もと、平成30年10月27日（土）に「インクルーシブ教育の視点を活用した学級経営といじめ

防止」をテーマに本学で開催しました。

　まず、本学の久保順也准教授から、BPプロジェクトの紹介とこれまで本学が取り組んできた研

究についての報告が行われました。また、リーフレット「子どもたちみんなが育つ インクルーシブ

学級経営一年間」を取り上げ、インクルーシブ教育の視点を活用した学級経営の具体像を示し

ていただきました。

　そして、実践報告として、石山美穂教諭（仙台市立八軒中学校）と白木澤そのみ教諭（仙台

市立高砂中学校）による話題提供が行われました。石山氏からは、道徳の教科化に向けて学

校が実施した生徒の意識調査の結果や、そこから見いだされた生徒の課題に対応するために

考案された授業実践とその成果について発表していただきました。白木澤氏からは、特別支援

学級担任の立場から、校内における交流及び共同学習の実践内容と、特別支援学級の生徒と

ポスターセッションの様子

第7回ユネスコスクール大会東北大会／第8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

1 公開研究会「不登校支援における学校と家庭の連携」

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

3 特別支援教育フォーラム
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通常学級の生徒・教員との関係構築のために意識的に取り組んでいることについて発表して

いただきました。

　当日は、現職教員や大学生を中心に46名の方にご参加いただきました。アンケートでは、

「インクルーシブ教育の視点は、これからの学校に欠かせないと改めて感じました。子どもたち

が互いに尊重し合い、大人になったときにそういった社会を形成して、豊かに生きて行くこと

ができるように、何ができるか考え、実践していきたいと思いました。」「大学で行われているプ

ロジェクトについてあまり知る機会がなかったので、参加して良かったです。また、各学校で異

なる特色のある取り組みを行っていると知り、このような情報共有を現職の先生方、学生など

でもっと手軽にできる仕組みがあったらと感じました。」「春から教員として働くのですが、いじ

めや特別支援といったキーワードを聞くと、不安が募り、春からの生活が怖いなと思っていま

した。今日参加をして、その不安が少し減りました。」などの感想が寄せられました。

※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。

　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30年度は52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。

1 出前授業

　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

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30年度は466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。

2 校内研究等支援事業

　教員キャリア研究機構小学校英語教育研究領域では、平成30年度に合わせて9つの講演会

と、2つの公開講座を開催しました。そのうち2つの講演会と1つの公開講座について紹介いたし

ます。

3 教員キャリア研究機構　小学校英語教育研究領域事業

Ⅰ フォーラム等 Ⅱ 学校対象事業
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※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。

　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30年度は52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。

1 出前授業

　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
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と、2つの公開講座を開催しました。そのうち2つの講演会と1つの公開講座について紹介いたし

ます。

3 教員キャリア研究機構　小学校英語教育研究領域事業

Ⅰ フォーラム等 Ⅱ 学校対象事業
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　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30年度は、宮城県名取北高等学校で吉田剛教授が「社会科授業の考え方」と題して、宮

城県佐沼高等学校で鈴木洋特任教授が「教員の仕事とは何か」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。

〇「宮城教育大学英語教育講座2018年度第1回講演会」　平成30年6月11日
　本講 演会では「Emot i ons  i n  Fo re i gn  

Language Learning」・「What can SLA Offer 

(and not Offer) to Language Teachers?」の2

講演を同時に行いました。学習者の感情が英語学

習に与える影響や、第二言語習得に関する新しい

教授法などについて、ロンドン大学のJean-Marc 

Dewael教授とジョージタウン大学のLourdes 

Orteg教授をお呼びし、講演をしていただきました。

〇「宮城教育大学 公開講演会(ホライゾン学園仙台小学校)」　平成30年11月21日
　ホライゾン学園仙台小学校から、アルク・バリッ

シュ先生と今野 萌先生を招き、授業のほとんどを

英語で行う英語イマージョン教育と探究型学習の

実践についてや、ホライゾン学園で実際に行われて

いる授業実践について、動画や資料で実際の子ど

もたちの反応や実践の成果を見ながらお話してい

ただきました。

〇「小学校英語の授業に生かせるスキルアップ講座（宮城教育大学主催・山形大学共催）」
　平成30年10月27日・28日
　本学、教員キャリア研究機構小学校英語教育研究領域のプロジェクト研究の一環として、「小

学校英語の授業に生かせるスキルアップ講座(山形版)」を山形大学でも開催いたしました。小学

校教員として採用され、小学校英語教育に携わる際に必要になってくる指導力向上を目指す２

日間の講習で、重要かつ基礎的知識に関わる英語の音声、語彙習得、日英対照文法論などや英

語コミュニケーション能力等に関わる実践力の習得が可能となるような講座を実施しました。

4 高大連携事業地域開催公開講座

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。

　平成30年度は、8月7日、8日の2日間で405名の高

校生が参加して行われました。

　午前に行われたパネルディスカッションでは、７日は

気仙沼市立大島小学校 佐々木友恵教諭、大和町立大

和中学校 鹿野又基教諭、田尻さくら高等学校 谷島し

のぶ教諭、宮城教育大学４年 菅原南さんをパネリスト

として、８日は気仙沼市立九条小学校 小野寺史益教諭、

塩釡市立玉川中学校 草刈誠教諭、光明支援学校 高橋花教諭、宮城教育大学４年 泉咲希さん

をパネリストとして、教師の仕事や、やり甲斐、教師を志した理由などの話題についてディスカッ

Ⅱ 学校対象事業
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　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30年度は、宮城県名取北高等学校で吉田剛教授が「社会科授業の考え方」と題して、宮

城県佐沼高等学校で鈴木洋特任教授が「教員の仕事とは何か」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。

〇「宮城教育大学英語教育講座2018年度第1回講演会」　平成30年6月11日
　本講 演会では「Emot i ons  i n  Fo re i gn  

Language Learning」・「What can SLA Offer 

(and not Offer) to Language Teachers?」の2

講演を同時に行いました。学習者の感情が英語学

習に与える影響や、第二言語習得に関する新しい

教授法などについて、ロンドン大学のJean-Marc 

Dewael教授とジョージタウン大学のLourdes 

Orteg教授をお呼びし、講演をしていただきました。

〇「宮城教育大学 公開講演会(ホライゾン学園仙台小学校)」　平成30年11月21日
　ホライゾン学園仙台小学校から、アルク・バリッ

シュ先生と今野 萌先生を招き、授業のほとんどを

英語で行う英語イマージョン教育と探究型学習の

実践についてや、ホライゾン学園で実際に行われて

いる授業実践について、動画や資料で実際の子ど

もたちの反応や実践の成果を見ながらお話してい

ただきました。

〇「小学校英語の授業に生かせるスキルアップ講座（宮城教育大学主催・山形大学共催）」
　平成30年10月27日・28日
　本学、教員キャリア研究機構小学校英語教育研究領域のプロジェクト研究の一環として、「小

学校英語の授業に生かせるスキルアップ講座(山形版)」を山形大学でも開催いたしました。小学

校教員として採用され、小学校英語教育に携わる際に必要になってくる指導力向上を目指す２

日間の講習で、重要かつ基礎的知識に関わる英語の音声、語彙習得、日英対照文法論などや英

語コミュニケーション能力等に関わる実践力の習得が可能となるような講座を実施しました。

4 高大連携事業地域開催公開講座

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。

　平成30年度は、8月7日、8日の2日間で405名の高

校生が参加して行われました。

　午前に行われたパネルディスカッションでは、７日は

気仙沼市立大島小学校 佐々木友恵教諭、大和町立大

和中学校 鹿野又基教諭、田尻さくら高等学校 谷島し

のぶ教諭、宮城教育大学４年 菅原南さんをパネリスト

として、８日は気仙沼市立九条小学校 小野寺史益教諭、

塩釡市立玉川中学校 草刈誠教諭、光明支援学校 高橋花教諭、宮城教育大学４年 泉咲希さん

をパネリストとして、教師の仕事や、やり甲斐、教師を志した理由などの話題についてディスカッ
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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

　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30年度は157名の学生が活動を行いました。

　また、平成30年度はこの事業の一環として、「仙台市いじめ防止学生ボランティア」が発足し

ました。これは、仙台市立第二中学校、木町通小学校、立町小学校の3校に本学学生が定期的

にボランティアとして入り、校内や地域におけるいじめ防止の取り組みへの協力、休み時間中の

児童生徒の見守り活動等を実施するもので、34名の学生が参加しました。なお、この活動は、宮

城・上越・鳴門・福岡の4教育大学が協働で実施している「ＢＰプロジェクト（いじめ防止支援プ

ロジェクト）※」の一つにも位置付けています。

　いずれの活動についても、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

30年度は15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、このような学校への支援を継続していきます。

7 学生サポートスタッフ等ボランティア派遣事業

　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30

年度で15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。

6 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・研究室訪問の受け入れ

平成30年9月26日

1,561名（仙台市内16校）

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 《全体合唱》杉本竜一作詞・作曲：「ビリーブ」
③ エルガー作曲：「序曲『1812年』」

日　　時

参加小学生数

プログラム

※ＢＰプロジェクトの詳細はこちら
　http://www.naruto-u.ac.jp/research/bpproject/

　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。

　平成30年度は、8月7日、8日の2日間で405名の高

校生が参加して行われました。

　午前に行われたパネルディスカッションでは、７日は

気仙沼市立大島小学校 佐々木友恵教諭、大和町立大

和中学校 鹿野又基教諭、田尻さくら高等学校 谷島し

のぶ教諭、宮城教育大学４年 菅原南さんをパネリスト

として、８日は気仙沼市立九条小学校 小野寺史益教諭、

塩釡市立玉川中学校 草刈誠教諭、光明支援学校 高橋花教諭、宮城教育大学４年 泉咲希さん

をパネリストとして、教師の仕事や、やり甲斐、教師を志した理由などの話題についてディスカッ

ションをしました。参加した高校生からは、生徒間の人間関係への対応やいじめ問題についてな

ど多くの質問が出され、非常に熱のこもった議論が行われました。

　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。

Ⅱ 学校対象事業
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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

　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30年度は157名の学生が活動を行いました。

　また、平成30年度はこの事業の一環として、「仙台市いじめ防止学生ボランティア」が発足し

ました。これは、仙台市立第二中学校、木町通小学校、立町小学校の3校に本学学生が定期的

にボランティアとして入り、校内や地域におけるいじめ防止の取り組みへの協力、休み時間中の

児童生徒の見守り活動等を実施するもので、34名の学生が参加しました。なお、この活動は、宮

城・上越・鳴門・福岡の4教育大学が協働で実施している「ＢＰプロジェクト（いじめ防止支援プ

ロジェクト）※」の一つにも位置付けています。

　いずれの活動についても、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

30年度は15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、このような学校への支援を継続していきます。

7 学生サポートスタッフ等ボランティア派遣事業

　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30

年度で15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。

6 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・研究室訪問の受け入れ

平成30年9月26日

1,561名（仙台市内16校）

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 《全体合唱》杉本竜一作詞・作曲：「ビリーブ」
③ エルガー作曲：「序曲『1812年』」

日　　時

参加小学生数

プログラム

※ＢＰプロジェクトの詳細はこちら
　http://www.naruto-u.ac.jp/research/bpproject/

　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。

　平成30年度は、8月7日、8日の2日間で405名の高

校生が参加して行われました。

　午前に行われたパネルディスカッションでは、７日は

気仙沼市立大島小学校 佐々木友恵教諭、大和町立大

和中学校 鹿野又基教諭、田尻さくら高等学校 谷島し

のぶ教諭、宮城教育大学４年 菅原南さんをパネリスト

として、８日は気仙沼市立九条小学校 小野寺史益教諭、

塩釡市立玉川中学校 草刈誠教諭、光明支援学校 高橋花教諭、宮城教育大学４年 泉咲希さん

をパネリストとして、教師の仕事や、やり甲斐、教師を志した理由などの話題についてディスカッ

ションをしました。参加した高校生からは、生徒間の人間関係への対応やいじめ問題についてな

ど多くの質問が出され、非常に熱のこもった議論が行われました。

　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。
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　平成30年10月13日（土）、岩沼市立岩沼南小学校体育館において、第８回理科大好きフェ

スティバル（岩沼市教育委員会主催）が開催されました。このフェスティバルでは、市内の小・中

学生と保護者・一般市民あわせて約2,000名が参加しました。会場内に、身近な科学、おもしろ

科学、生活科学、先端科学など、様々なテーマを扱った実験ブースが置かれる中で、宮城教育

大学からは理科教育講座の三品佳子助手が「魔法の科学」をテーマとした実験ブースを出展し

ました。液体窒素を使った低温世界、炎色反応で花火の原理、えんぴつを用いた燃料電池、高

吸水性樹脂を用いた生活実験など、子どもから大人まで不思議さと面白く感じるような工夫と

企画により、参加者の想像力を掻き立て、科学に対する夢とあこがれを抱かせた取組となりま

した。

　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、おかげさまで今年10周年を迎えることができました。参加対

象者は仙台市およびその近郊の小中学生であり、仙台市天文台を会場として以下のように実施

しました。

　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

1 岩沼市  夢・あこがれプロジェクト「第８回理科大好きフェスティバル」

3 スペースラボ in 仙台市天文台

●11月17日（土） 「星空たんけん」（髙田淑子教授）参加者数23名
●11月18日（日） 「宇宙空間をミニ体験しよう」（笠井香代子教授）参加者数22名
●12月2日（日）  「のぞいてみよう 野菜の世界」（小林恭士准教授）参加者数22名
●12月15日（土） 「宇宙からの情報を読もう 初級編」（内山哲治教授）参加者数15名
●12月16日（日） 「宇宙からの情報を読もう 上級編」（内山哲治教授）参加者数15名

　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（平成30年11月15日）と岩沼市立

岩沼中学校（平成30年10月15日）を会場として開催されました。これは岩沼市教育委員会が、

宮城教育大学の村松隆学長を講師として招き、生徒の科学に対する興味関心と知的探求心を

高めるために企画したものです。岩沼小学校では、４年生(140名)を対象に、４クラスごとに

分かれて、突然に色づく水溶液、光る溶液、淡水と海水の区別などの科学実験を行いまし

た。実験を体験した４年生は、初めて見る不思議な現象に強い驚きと関心を示し、授業が

終了しても、実験室に残って実験を続けていたのが印象的でした。岩沼中学校では、大学か

ら分析装置を実験室に持ち込み、空気の状態変化（液体窒素を用いて固体・液体・気体）の

観察と各状態の特性を調べる実験を行いました。初めての実験を眺め、状態を解明する科

学の方法に驚きを示し、只野文哉先生の科学に対する情熱の一端を覗かせた授業となりま

した。

2 サイエンス・スクール（岩沼市）
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大学からは理科教育講座の三品佳子助手が「魔法の科学」をテーマとした実験ブースを出展し

ました。液体窒素を使った低温世界、炎色反応で花火の原理、えんぴつを用いた燃料電池、高

吸水性樹脂を用いた生活実験など、子どもから大人まで不思議さと面白く感じるような工夫と

企画により、参加者の想像力を掻き立て、科学に対する夢とあこがれを抱かせた取組となりま

した。

　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、おかげさまで今年10周年を迎えることができました。参加対

象者は仙台市およびその近郊の小中学生であり、仙台市天文台を会場として以下のように実施

しました。

　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

1 岩沼市  夢・あこがれプロジェクト「第８回理科大好きフェスティバル」

3 スペースラボ in 仙台市天文台

●11月17日（土） 「星空たんけん」（髙田淑子教授）参加者数23名
●11月18日（日） 「宇宙空間をミニ体験しよう」（笠井香代子教授）参加者数22名
●12月2日（日）  「のぞいてみよう 野菜の世界」（小林恭士准教授）参加者数22名
●12月15日（土） 「宇宙からの情報を読もう 初級編」（内山哲治教授）参加者数15名
●12月16日（日） 「宇宙からの情報を読もう 上級編」（内山哲治教授）参加者数15名

　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（平成30年11月15日）と岩沼市立

岩沼中学校（平成30年10月15日）を会場として開催されました。これは岩沼市教育委員会が、

宮城教育大学の村松隆学長を講師として招き、生徒の科学に対する興味関心と知的探求心を

高めるために企画したものです。岩沼小学校では、４年生(140名)を対象に、４クラスごとに

分かれて、突然に色づく水溶液、光る溶液、淡水と海水の区別などの科学実験を行いまし

た。実験を体験した４年生は、初めて見る不思議な現象に強い驚きと関心を示し、授業が

終了しても、実験室に残って実験を続けていたのが印象的でした。岩沼中学校では、大学か

ら分析装置を実験室に持ち込み、空気の状態変化（液体窒素を用いて固体・液体・気体）の

観察と各状態の特性を調べる実験を行いました。初めての実験を眺め、状態を解明する科

学の方法に驚きを示し、只野文哉先生の科学に対する情熱の一端を覗かせた授業となりま

した。

2 サイエンス・スクール（岩沼市）
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星空たんけん

宇宙空間をミニ体験しよう 宇宙からの情報を読もう （左）初級編（右）上級編

　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30年度は、栗原市立宮野小学校と、栗原市立築館小学校を６名の留学生が訪問しました。

　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。

　気仙沼市立階上中学校の支援により、「スペースラボ in 気仙沼」が、平成31年1月25日（金）

に階上中学校にて行われました。

　今回は、田幡憲一教授と本学大学院生2名が、「ギターで発電する！」と題して、エレキギター

のしくみを追究しながら、身近な事物を科学的に理解することの意義や楽しさを体験できる実

験教室を実施しました。中学1年生の18名が参加し、「とても楽しかった」「説明がとてもわかり

やすかった」「発電に関しての知識を学べて、これからの自分に役立てる要素が増えたと思う」

「更にレベルアップして、みんなで考えて答えを出していきたい」といった感想をいただきました。

5 留学生派遣交流事業

6 ものづくりチャレンジ教室
4 スペースラボ in 気仙沼

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。

　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30年10月20日～21日

の各2日間、初回から数えて7回目の教室を実施しました。

　実施した工作教室は、例年と同様の4種類(1)ジェルキャンドル作り、(2)光るアクリル飾り作

り、(3)ビー玉万華鏡作り、(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で、例年と同様の多数の参加がありました。ビー玉万華鏡やアクリル飾りの

工作は就学前の園児などでも工作ができます。ジェルキャンドルでは、サンドアートの技法を使う

ことで作品のできは大きく変わります。サンドブラストのガラスコップ加工は、1時間近くかけて自

分のオリジナルカップを作る人気の教室です。並行して実施している、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になっていま

す。大学の中の定番的なイベントとなり、毎年参加することを楽しみにしている家族も少なくあり

ません。

スペースラボ in 仙台市天文台 ホームページ     http://spacelab.miyakyo-u.ac.jp/
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星空たんけん

宇宙空間をミニ体験しよう 宇宙からの情報を読もう （左）初級編（右）上級編

　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30年度は、栗原市立宮野小学校と、栗原市立築館小学校を６名の留学生が訪問しました。

　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。

　気仙沼市立階上中学校の支援により、「スペースラボ in 気仙沼」が、平成31年1月25日（金）

に階上中学校にて行われました。

　今回は、田幡憲一教授と本学大学院生2名が、「ギターで発電する！」と題して、エレキギター

のしくみを追究しながら、身近な事物を科学的に理解することの意義や楽しさを体験できる実

験教室を実施しました。中学1年生の18名が参加し、「とても楽しかった」「説明がとてもわかり

やすかった」「発電に関しての知識を学べて、これからの自分に役立てる要素が増えたと思う」

「更にレベルアップして、みんなで考えて答えを出していきたい」といった感想をいただきました。

5 留学生派遣交流事業

6 ものづくりチャレンジ教室
4 スペースラボ in 気仙沼

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。

　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30年10月20日～21日

の各2日間、初回から数えて7回目の教室を実施しました。

　実施した工作教室は、例年と同様の4種類(1)ジェルキャンドル作り、(2)光るアクリル飾り作

り、(3)ビー玉万華鏡作り、(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で、例年と同様の多数の参加がありました。ビー玉万華鏡やアクリル飾りの

工作は就学前の園児などでも工作ができます。ジェルキャンドルでは、サンドアートの技法を使う

ことで作品のできは大きく変わります。サンドブラストのガラスコップ加工は、1時間近くかけて自

分のオリジナルカップを作る人気の教室です。並行して実施している、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になっていま

す。大学の中の定番的なイベントとなり、毎年参加することを楽しみにしている家族も少なくあり

ません。

スペースラボ in 仙台市天文台 ホームページ     http://spacelab.miyakyo-u.ac.jp/
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ものづくりチャレンジ教室

　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」、「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」、「小学校英

語Intensive Course」等の実習・講習に延べ205名が参加しました。

　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30年度は9名の学生を仙台市内の小・中学校に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ＰＴＡと

の関係理解など、実務を中心とした実習を行いました。

1 フォローアップ講座

　平成20年度にスタートした「学府くりはら塾」、平成30年度は下記の通り実施されました。

2 学府くりはら塾

平成30年8月22日～24日（24日は中学2、3年生が大学訪問し、大学施設を見学）

平成30年12月25日、26日

　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30年10月20日～21日

の各2日間、初回から数えて7回目の教室を実施しました。

　実施した工作教室は、例年と同様の4種類(1)ジェルキャンドル作り、(2)光るアクリル飾り作

り、(3)ビー玉万華鏡作り、(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で、例年と同様の多数の参加がありました。ビー玉万華鏡やアクリル飾りの

工作は就学前の園児などでも工作ができます。ジェルキャンドルでは、サンドアートの技法を使う

ことで作品のできは大きく変わります。サンドブラストのガラスコップ加工は、1時間近くかけて自

分のオリジナルカップを作る人気の教室です。並行して実施している、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になっていま

す。大学の中の定番的なイベントとなり、毎年参加することを楽しみにしている家族も少なくあり

ません。

●中学生の部：8月21日～23日　3日間
●小学生の部：8月8日～10日　  3日間

●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

●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

●中学生の部：国立花山青少年自然の家・
　　　　　　 花山石楠花センター
●小学生の部：栗原文化会館・
　　　　　　 栗原市教育研究センター

夏休み学習会 冬休み学習会

夏

冬

　大郷町の大郷小学校及び大郷中学校を会場に、平成30年度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）。

　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。

7 大郷サマースクール・ウィンタースクール

＜❶実施期間＞ ＜❶実施期間＞

＜❷実施会場＞ ＜❷実施会場＞

Ⅳ 学生対象事業Ⅲ 児童生徒対象事業

学生対象事業Ⅳ
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ものづくりチャレンジ教室
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塩竈市内小学校でのインターンシップの様子

くりはら塾で学習支援ボランティアをしている様子

　中学生に対しては、既習事項を基に、個別指導で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、個別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。

　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年度に引き続き「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、

　❶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

　❷出身地の教育振興に寄与しようとする意欲を育てる

　❸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。

　昨年度同様に青森県と宮城県で実施し、青森県では25名、宮城県内では県、多賀城市、塩竈

市、角田市、大河原町、柴田町、蔵王町の各教育委員会ご協力のもと15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宮城県内の他地域

ならびに東北各県へ順次拡大し、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。

3 ふるさとインターンシップ事業

Ⅳ 学生対象事業
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ならびに東北各県へ順次拡大し、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。

3 ふるさとインターンシップ事業

Ⅳ 学生対象事業

16 172018「絆」連携の歩み KIZUNA 2018



　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、❶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。❷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。❸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30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。

　平成30年度の全国学力テストで仙台市は、中学５科目の平均正答率が政令市20市で1位と

なりました。この結果については、確かな学力研修委員会による学力検査で判明した弱点を集中

的に改善させる取組みなどが効果的であったことが河北新報で報道されました。

1 基礎学力の共同研究（確かな学力研修委員会）

　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。

2 みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト

Ⅴ 共同研究事業
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講義の様子 グループ演習の様子

　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。宮城教育大学教員キャリア研究機構 環境教育・情

報システム研究領域は、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。

2 登米市環境出前講座

　平成30年度、例年のように角田市幼児教育懇談会が３回開催されました。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

役所に参集して、角田市の幼児・児童・保護者・地域子育て支援をめぐって情報・意見交換を行

いました。本学からは幼児教育講座の佐藤哲也教授が助言者として参加しました。

　懇談会では、「保護者や教師の意見を取り入れた園・学校経営」（９月３日）、「アプローチカリ

キュラムとスタートカリキュラム」（12月3日）、「人とかかわる力の育成」（2月４日）といったテーマ

を挙げて、角田市における現状と課題について共通理解を図り、議論を深めました。

　参加者一同、角田における子どもや子育て世代をめぐり忌憚のない意見を交換しながら、「子

どもの最善の利益」を保障する子育て支援、就学前保育や小学校教育のありようについて、語り

合うことができました。

3 角田市幼児教育懇談会

　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。

1 特別支援教育支援員講習会（気仙沼）

12月18日
51名

「発達障害のある子どもへの支援の仕方」
「意見交換、情報共有」
特別支援教育講座　植木田 潤教授

7月10日
50名

「発達障害のある子どもへの支援の仕方」
「意見交換、情報共有」
特別支援教育講座　植木田 潤教授

第1回

第2回

日　　時

参加者数

講　　義

演　　習

日　　時

参加者数

講　　義

演　　習
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研修の様子

　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30年

度は本学における15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30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23日～7月27日にわたって、新学習指導

要領に対応した以下の内容の研修を実施しました。北海道から沖縄県まで全国から合計20人

（宮城県2人）が参加しました。

4 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

●これからの技術教育－学習指導要領の改訂を踏まえて－

●材料加工技術の理解を深める題材の検討（切削用具の整備・木材小作品） 

●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）

●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) 

●3Dプリンタの教育利用に関する取り組み

●電気エネルギー活用のための原理と法則

●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

●生活を支える省エネルギー技術

●エネルギー変換における力学的な機構に関する問題解決の工夫

●エネルギー変換における水圧駆動機構に関する問題解決の工夫

●課題解決型の制御学習
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　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30年度は35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。 

このような声を反映し、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。

●丁寧に教えて下さりありがとうございました。“スフィロ”を初めて知り、子どものようにワ
クワクしました。子どもたちにも楽しく、確実に求められる力を育んでいけるよう今後も
勉強したいと思います。（「プログラミング入門～色々な言語に触れてみよう～」より）

●演習（ディスカッション）と講義が絶妙のバランスで、興味深く一日参加する事ができま
した。英語を学ぶ子どもの（特に）下位群の子どもたちへの対応、指導の方法を再確認
できました。（「英語科教育講習Ａ―Ｈ30英語コミュニケーション―」より）

●理論・実践について分かりやすく説明を頂いた。自校へ持ち帰り、先生方との研修に取
り入れ学校全体として取り組んでみたい。（「『探求の対話（p4c）』の実際」より）

●教育評価について詳しく講義していただき、大変勉強になりました。学ぶ良い機会にな
りました。是非パフォーマンス課題とルーブリック評価に取り組みたい。（「教育評価入
門」より）

●日本の文化・芸能に触れる事もでき、大変嬉しく楽しい事でした。先生のご指導大変あ
りがたく上手でした。またおねがいします。（ 「体験講座 三味線中級」 より）

1 公開講座

　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30年度は7月7日、14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30年度で14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、2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。

2 学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス事業

　附属図書館は、平成30年7月10日（火）から8月10日（金）まで、児童文芸誌『赤い鳥』の創

刊100周年を記念して、「『赤い鳥』と教科書」展を開催しました。

　日本児童文学史を語る上で欠かせないものであるだけでなく、教育との関わりにおいても重

要な雑誌『赤い鳥』は、同時代の国語の副読本や綴方教育に影響を及ぼしました。また、戦後

の教育改革以降、『赤い鳥』掲載作品は小学校・中学校の国語教科書や音楽教科書に採録さ

れてきました。

　展示会では、時代の流れにそって『赤い鳥』と教科書との関わりを紹介し、その特徴と意味を

考えました。附属小学校の協力も得て、新美南吉の「ごんぎつね」など、『赤い鳥』掲載作品の教

材化の意義を見つめ直す機会ともなりました。

　この教科書展の関連企画として、今回はじめて、学生アカペラサークル「奏」による「童謡アカ

3 附属図書館展示会「『赤い鳥』と教科書」展

※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。
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展示会場の様子 童謡コンサートの様子

教員免許状更新講習

ペラライブ」、音楽教育専攻および音楽コース学生による「童謡コンサート」を開催し、館内に

美しい歌声が響き渡りました。

　また、最終日には、加藤理氏（文教大学教育学部教授）、大木葉子氏（仙台白百合女子大学

人間学部講師）、中地文（本学教授・附属図書館長）によるトークイベント「『赤い鳥』と教育・

児童文化」も開催され、内外からたくさんの方が参加されました。

　展示会は、例年以上の好評をもって終了しました。

　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。

4 ロビーコンサート in 仙台市天文台

Vol.20～お気に入りは金の星～　平成30年10月7日（日）

・教員免許状更新講習（選択講習）
　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30年度は7月30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6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。

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）

Ⅶ 生涯学習事業 Ⅷ 協定等締結その他

協定等締結その他Ⅷ
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イベント「マダガスカルふしぎ大図鑑」会場のようすイベント「マダガスカルふしぎ大図鑑」に参加した学生たち 

・授業「生命環境科学」における動物園実習
　平成30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、子ども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

取り扱いや子ども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

にも温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31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」
　平成29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。平成30年度には2回の専門家派遣

と２回の現地研修員受け入れを共同で実施し、動物飼育やESD活動に関する指導助言や経

験交流を現地で行いました。平成30年7月１日には、せんだいメディアテークで学習イベント

「マダガスカルふしぎ大図鑑̶生き物・自然のひみつと人々のくらし̶」を、本学と八木山動物

園が共同開催しました。

Ⅷ 協定等締結その他

講座
番号 講 座 名 開催日時

2 数学で考えよう -バーコードについて- 平成30年7月7日（土）10:30～14:30

4 竹であそぼう 竹に学ぼう－工作編－ 平成30年7月7日（土）11:00～14:00

5 竹であそぼう 竹に学ぼう－炭焼き・調理編－ 平成30年10月27日（土）10:00～14:00

6 くずし字入門Ⅰ 平成30年7月14日（土）10:30～16:20

7 くずし字入門Ⅱ 平成30年7月8日（日）13:00～15:10

8 物理学のすゝめ 平成30年7月16日（月）10:00～16:00

1①
教師の技 ステップアップ講座 -初任者・講師の方へ-

【第１回】 「望ましい学級集団づくりについて」 平成30年6月16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-

【第２回】 「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30年6月30日（土）13:00～15:00

3 算数・数学、嫌いになったのはなぜかしら？(その６) 平成30年7月７日（土）10:00～12:00
平成30年7月1４日（土）10:00～12:00

9 教育評価入門
平成30年8月10日（金）10:30～17:50
平成30年8月17日（金）10:30～17:50

10
復興教育学 ‒ESD 持続可能な開発のための教育‒
(気仙沼)

平成30年7月21日（土）9:30～16:30
平成30年7月22日（日）9:30～16:30

11
復興教育学 ‒ESD 持続可能な開発のための教育‒
(宮城教育大学)

平成30年8月23日（木）9:00～16:00
平成30年8月24日（金）9:00～16:00

12 食教育A 平成30年8月9日（木）9:00～16:00
平成30年8月10日（金）9:00～16:00

13 食教育B 平成30年8月20日（月）9:00～16:00
平成30年8月21日（火）9:00～16:00

1③ 教師の技 ステップアップ講座 -初任者・講師の方へ-
【第３回】 「発問について」 平成30年7月7日（土）13:00～15:00

14 持続可能な社会と租税教育A 平成30年8月25日（土）9:00～16:00

1 公開講座実施一覧

各種データ集Ⅸ

Ⅸ 各種データ集
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にも温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31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。
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各種データ集Ⅸ

Ⅸ 各種データ集
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講座
番号 講 座 名 開催日時

20 みんなの知らない数学の世界 平成30年10月13日（土）10:30～14:30
平成30年10月20日（土）10:30～14:30

33 漢詩ゆったり鑑賞講座(14) 平成30年7月7日（土）13:00～16:20
平成30年7月14日（土）13:00～16:20

34 能と日本文化

平成30年9月8日 （土）13:30～16:00
平成30年9月15日（土）13:30～16:00
平成30年9月22日（土）13:30～16:00
平成30年9月29日（土）13:30～16:00
平成30年10月6日（土）13:30～16:00

15 持続可能な社会と租税教育B 平成30年11月23日（金）9:00～16:00

16 親子で楽しむわらべうた 平成30年9月15日（土）10:30～12:00

17 プログラミング入門～色々な言語に触れてみよう～ 平成30年9月15日（土）9:30～17:00

18 LEDを使ったランタンを作ろう！ 平成30年9月16日（日）10:00～15:00

19 スクールカウンセリング 平成30年9月22日（土）13:00～16:00

21 体験講座 三味線入門 平成30年10月8日（月）10:00～16:00

22 体験講座 三味線中級 平成30年10月13日（土）10:00～16:00

23 体験講座 インドネシアの音楽・ガムラン入門 平成30年10月20日（土）10:30～15:30

24 『探究の対話（p4c）』の実際 平成30年10月27日（土）9:00～12:00

25 英語科教育講習A－H30英語コミュニケーション－ 平成30年7月7日（土）9:00～16:10

26 英語科教育講習B－H30英語コミュニケーション－ 平成30年7月8日（日）9:00～16:10

27 英語科教育講習C－H30教科の指導法－ 平成30年7月21日（土）9:00～16:10

28 英語科教育講習H－H30教科の指導法－ 平成30年10月27日（土）9:00～16:00

29 英語科教育講習D－H30英米文学－ 平成30年7月22日（日）9:00～16:10

30 英語科教育講習F－H30英米文学－ 平成30年9月9日（日）9:00～16:10

31 英語科教育講習E－H30英語学－ 平成30年9月8日（土）9:00～16:10

32 英語科教育講習G－H30英語学－ 平成30年9月15日（土）9:00～16:10

35①
カリキュラムマネジメントの原理と方法
―教師力の向上―

平成30年5月12日(土)13:30～16:30
平成30年10月27日(土)13:30～16:30
平成31年2月23日(土)13:30～16:30

出前授業 講師派遣 大学見学

件数 52 466 13

開催日時講座
番号 講 座 名

35② 授業研究ｰ教材研究の原則 -〈大崎会場〉 平成30年11月10日（土）13:30～16:30

35③ 小学校社会科/中学校社会科の授業経営カウンセリング 平成30年7月～8月（2回実施）

35④ 小学校社会科/中学校社会科の挑戦的な実践への支援 平成30年4月～12月（14回実施）

八木山動物公園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 平成30年7月30日(月)

八木山動物公園青葉山環境教育セミナー・
動物園学習の企画と実践 平成30年8月６日(月)

気仙沼市地域の産業と生物多様性に基づく
理科教育・環境教育 平成30年９月２９日(土)

講習名 講習開催地 開催日時

全講習 内、他機関と連携して
実施した講習

件数 88 9

気仙沼市ESD入門-持続可能な開発のための教育- 平成30年7月21日(土)・22日(日)

栗原市生徒指導の実際 平成30年８月３日(金)

気仙沼市教育の必修基礎 in 気仙沼 平成30年9月８日(土)

国立花山青少年自然の家学校教育と体験活動Ｂ 平成3１年１月２６日(土)

気仙沼市道徳教育in気仙沼－p4c(子どもの哲学)を含む－ 平成30年９月９日(日)

国立花山青少年自然の家学校教育と体験活動A 平成30年８月８日(水)

●他機関と連携して実施した講習の詳細

2 教員免許状更新講習件数(他機関と連携して実施したもの)

3 出前授業・講師派遣・大学見学実施件数

Ⅸ 各種データ集
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講座
番号 講 座 名 開催日時

20 みんなの知らない数学の世界 平成30年10月13日（土）10:30～14:30
平成30年10月20日（土）10:30～14:30

33 漢詩ゆったり鑑賞講座(14) 平成30年7月7日（土）13:00～16:20
平成30年7月14日（土）13:00～16:20

34 能と日本文化

平成30年9月8日 （土）13:30～16:00
平成30年9月15日（土）13:30～16:00
平成30年9月22日（土）13:30～16:00
平成30年9月29日（土）13:30～16:00
平成30年10月6日（土）13:30～16:00

15 持続可能な社会と租税教育B 平成30年11月23日（金）9:00～16:00

16 親子で楽しむわらべうた 平成30年9月15日（土）10:30～12:00

17 プログラミング入門～色々な言語に触れてみよう～ 平成30年9月15日（土）9:30～17:00

18 LEDを使ったランタンを作ろう！ 平成30年9月16日（日）10:00～15:00

19 スクールカウンセリング 平成30年9月22日（土）13:00～16:00

21 体験講座 三味線入門 平成30年10月8日（月）10:00～16:00

22 体験講座 三味線中級 平成30年10月13日（土）10:00～16:00

23 体験講座 インドネシアの音楽・ガムラン入門 平成30年10月20日（土）10:30～15:30

24 『探究の対話（p4c）』の実際 平成30年10月27日（土）9:00～12:00

25 英語科教育講習A－H30英語コミュニケーション－ 平成30年7月7日（土）9:00～16:10

26 英語科教育講習B－H30英語コミュニケーション－ 平成30年7月8日（日）9:00～16:10

27 英語科教育講習C－H30教科の指導法－ 平成30年7月21日（土）9:00～16:10

28 英語科教育講習H－H30教科の指導法－ 平成30年10月27日（土）9:00～16:00

29 英語科教育講習D－H30英米文学－ 平成30年7月22日（日）9:00～16:10

30 英語科教育講習F－H30英米文学－ 平成30年9月9日（日）9:00～16:10

31 英語科教育講習E－H30英語学－ 平成30年9月8日（土）9:00～16:10

32 英語科教育講習G－H30英語学－ 平成30年9月15日（土）9:00～16:10

35①
カリキュラムマネジメントの原理と方法
―教師力の向上―

平成30年5月12日(土)13:30～16:30
平成30年10月27日(土)13:30～16:30
平成31年2月23日(土)13:30～16:30

出前授業 講師派遣 大学見学

件数 52 466 13

開催日時講座
番号 講 座 名

35② 授業研究ｰ教材研究の原則 -〈大崎会場〉 平成30年11月10日（土）13:30～16:30

35③ 小学校社会科/中学校社会科の授業経営カウンセリング 平成30年7月～8月（2回実施）

35④ 小学校社会科/中学校社会科の挑戦的な実践への支援 平成30年4月～12月（14回実施）

八木山動物公園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 平成30年7月30日(月)

八木山動物公園青葉山環境教育セミナー・
動物園学習の企画と実践 平成30年8月６日(月)

気仙沼市地域の産業と生物多様性に基づく
理科教育・環境教育 平成30年９月２９日(土)

講習名 講習開催地 開催日時

全講習 内、他機関と連携して
実施した講習

件数 88 9

気仙沼市ESD入門-持続可能な開発のための教育- 平成30年7月21日(土)・22日(日)

栗原市生徒指導の実際 平成30年８月３日(金)

気仙沼市教育の必修基礎 in 気仙沼 平成30年9月８日(土)

国立花山青少年自然の家学校教育と体験活動Ｂ 平成3１年１月２６日(土)

気仙沼市道徳教育in気仙沼－p4c(子どもの哲学)を含む－ 平成30年９月９日(日)

国立花山青少年自然の家学校教育と体験活動A 平成30年８月８日(水)

●他機関と連携して実施した講習の詳細

2 教員免許状更新講習件数(他機関と連携して実施したもの)

3 出前授業・講師派遣・大学見学実施件数

Ⅸ 各種データ集
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