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シリーズ「歴史のなかの教科書」⑪

宮城教育大学附属図書館が所蔵する小学校教科書を毎号紹介していきます。
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宮教大の
「しょうがい学生支援」

小学国語読本 巻三〔昭和8（1933）年初版〕

解説：学校教育講座 田端健人

MIYAGI UNIVERSITY
OF
EDUCATION

MIYAKYO NOW
Campus Life
国際交流NOW

学生広報スタッフのココが知りたい
研究室FILE
卒業生の軌跡
附属学校部から
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TA

通称「サクラ読本」。
色刷りの挿絵が入ったはじめての教科書。
文学性豊かな作品が多く掲
載され、
大正時代の芸術教育運動の影響が窺われる。
巻一は、
「サイタ、
サイタ、
サクラガサイタ」
という
「文
（センテンス）
」ではじ
まる。
これは、
「語」中心の言語観から
「文」中心の言語観への、
歴史的大
転換であった。
「文」中心の「センテンス・メソッド」理論が提唱されて、
およ
そ10年が経過していた。
提唱者の垣内松三
（かいとう まつぞう）
は、
サクラ
読本刊行の感動と喜びを、
次のように記している。
「この春の日に全国の新
しい一年生の子供たちが、
目を円くし、
口を大きく開いて
『サイタ サイタ
サクラ ガ サイタ』
と読んで居ると思ふと愉快でたまらない」。
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の先進校であり、
独立行政法人日本学生支援機構

宮城教育大学は、
全国でも有名な障害学生支援

の障害学生修学支援ネットワークの拠点校にもなっ
ています。
現在、
平成21年度に設置された
「しょうが

！
全国が注目

い学生支援室」
を中心に、
障害のある学生の修学

「特別支援教育マインド」
の育成も進めていますが、

支援を日々行うとともに、
支援活動を通して学生の
このような取り組みは教育大学としての本学の使命

と深く結びついたものといえるでしょう。

今回は、
全国の専門家や支援担当者が注目する

この
「しょうがい学生支援」
についてお伝えします。

いて、
「しょうがい学生支援室」
の藤島省太教授
（特

本学の
「しょうがい学生支援」
の社会的な意味につ

別支援教育講座）
にご寄稿いただきました。
また、
最

前線で活躍する方々に詳しいお話をうかがいまし

た。
写真や図版もご提供いただきました。

（広報戦略室・広報誌担当プロジェクト 中地 文）

「しょうがい
学生支援」
宮教大の

巻頭 エ �セ イ

しょうがい学生支援室 教授

藤島 省太

少子化にもかか

いて﹂を閣議決定し︑
様々な取り組みを推

度改革の推進のための基本的な方向につ

を設置︑
2010年6月には﹁障害者制

全国的なモデルとして注目される
宮城教育大学の
﹃ しょうがい学生支援 ﹄

大 学 進 学 率は今

わら ず ︑わが 国の

進している︒

こうした流れの中で︑
本学はJASSO

や56・8％となり︑
二人に一人が大学

援を展開している︒本学は︑
伝統的に学生

の
﹃ 障害学生支援ネットワーク﹄
の拠点校

主体のボランティア活動が盛んであり︑
特

に進 学 する時 代となった︒その背 景には︑

別支援教育5領域︵視覚︑
聴覚・言語︑
知

全国的なモデルケースとして障害学生支
う ︒国 民に質の高い高 等 教 育 を 保 障し︑

るとの認識が一般に広がったことがあろ

的・発達︑
肢体不自由︑
病虚弱︶を網羅で

としていち早く名乗りを上げ実績を重ね︑

国民性の向上を図り︑
高度化・多様化す

きるスタッフが揃う東北・北海道で唯一の

高度・先進化した社会では︑
専門的知識・

る国 際 社 会の中でわが国の地 位 を 確 固

国立大学である︒本学が障害学生支援に

技術が求められ︑
高等教育が不可欠であ

在り方が今まさに問われていると言って

力を注ぎ支援モデルの開発を行なうこと

たるものとする意味からも︑
高等教育の

は︑
国立大学の使命でもあり︑
本学の存在

意義を示すものと思われる︒今回は︑
本学

学の独自性が問われ︑
質の高い人材を育

の
﹃しょうがい学生支援﹄
について紹介する︒

も過 言ではない︒大 学 全 入 時 代の中︑大
成し社会的使命を果たすには︑
大学人の

（ふじしま しょうた）

意識改革が迫られていると言ってもよい︒

藤島 省太

独 立 行 政 法 人日 本 学 生 支 援 機 構
る学生は2009年度全国で7103

昭和30年、山形県生まれの仙台育ち。昭和58年7月、
東北大学大学院教育学研究科博士後期課程退学。
同８月国立特殊教育総合研究所、聴覚・言語障害教
育研究部言語機能障害教育研究室研究員。
平成3年、
宮城教育大学教育学部助教授を経て、
平成17年4月、
同大学教授。翌平成18年4月、
附属特別支援教育総
合研究センター兼務教員。
平成21年4月、
『しょうがい学
生支援室』
室員。
専門は“行動調整”および“信号系活動”という視点からみ
た言語行動に関する実践研究
（アクションリサーチ）
。
趣味は、人間観察、雑談、
ドライブ、映画・スポーツ・音
楽鑑賞などなど、
特に中島みゆきさんの大ファン。
研究
室では、学生に言わせると
『中島みゆき概論』
を講義し
ているとか…。
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︵JASSO︶
の調査によれば︑
障害のあ
人︑
約6割の大学等に在籍している︒しか
し︑
実際に支援を受けている学生数は6
割に留まり︑
障害のある学生の進学率が
増加している反面︑
未だ十分な支援を受
わが国は2007年に
﹁障害者権利条

けられない学生も多いのが実状である︒
約﹂に署名し︑
批准に向けて2009年︑
内閣府に﹁障がい者制度改革推進本部﹂

特別支援教育講座 教授

特集

特集
INTERVIEW

「しょうがい学生支援室」の
設立とその活動

~すべての学生がともに学べる環境を創り、
「特別支援教育マインド」を育む～

本学の
「しょうがい学生支援」は大学が一丸となって行う全学的な取り組みですが、先導役を務めているのは、
「しょうがい学生支
援室」です。この支援室はどのようにして設立され、どのような活動を行っているのか、設立に大きな役割を果たした松﨑准教授と、
しょうがい学生支援コーディネーターの前原さん、及川さんにインタビューしました。
（ 聞き手＝広報戦略室・広報誌担当プロジェクト：中地 文、学生広報スタッフ：齋藤 葵 ）

「しょうがい学生支援室」について
1. 目的

本学に在籍、あるいは入学が認められた障害の
ある学生が、他の学生と等しく教育を受ける権
利が保障されるよう、障害学生支援に関する方
針の立案及び支援システムを構築するとともに、
具体的方策を検討並びに実施する。
（宮城教育大学障害学生支援室規程 第2条）

特別支援教育講座
准教授

2.「しょうがい」という表記について

「障」という字には
「さえぎる」
「
、害」という字には
「そこなう・じゃまをする」という意味があ
ります。人権思想の高まりとともに、
この
「障害」
という捉え方も変化し、
今では
“ショウガイ”
は不自由ではあっても決して悪いものではないという考え方が浸透しつつあります。本学
の支援室設置にあたっては、学生の学ぶ権利を保障し、時代に先駆けた心やさしい支援
ができるようにとの願いを込めて、法規上の漢字表記とは別に敢えて
「しょうがい」の表記
とすることといたしました。
（しょうがい学生支援室 藤島省太）

しょうがい学生支援
コーディネーター

松﨑 丈

しょうがい学生支援
コーディネーター

前原明日香

（まつざき じょう）

及川麻衣子

（まえはら あすか）

ろう者。本学大学院修士課程修了後、東北大学大学院教育
学研究科博士後期課程に進学。博士
（教育学）
。専門は、聴
覚障害教育、しょうがい学生支援。在学中に
「情報保障の会」
を設立。
本学のしょうがい学生支援に先鞭をつけるとともに、
平成17年に本学に着任してからは、本学ならではの支援体
制の構築に尽力。

（おいかわ まいこ）

平成14年、本学障害児教育教員養成課程言語障害児教育
専攻卒業。在学中は
「情報保障の会」に所属。手話通訳士の
資格を持つ。
一言メッセージ：宮教大の
「しょうがい学生支援」は、学生の力
に支えられています。今後も学生の主体性を大事にして、より良
い支援を創っていけるよう協力していきたいと思います。

平成16年、本学生涯教育総合課程健康福祉専攻卒業。在学
中は
「情報保障の会」に所属。卒業後、手話通訳士として活躍。
一言メッセージ：普段は私の方が支えられていると感じること
の方が多いです。この活動にかかわりながら大学生活を送る
学生にとって、自分たちの活動の意味や位置を確認しながら、
共に成長する事ができればと思っています。

11

7

21

16

NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION,
MIYAGI UNIVERSITY
OF EDUCATION

MARCH
2011

vol.23

本学の「しょうがい学生支
援 」の 出 発 点 に は、学 生 の
作った団体「情報保障の会」があっ
たのですね。
松﨑 「情報保障の会」は 名ほ
どで活動を始めました。当初はす
べてが模索で、他大学の資料を集
めて支援の方法を探りました。大
変な活動でしたが、学生同士の連
帯感はとても強かったと思います。
支援体制を整えない大学への不満
や、私たちが頑張らなければ聴覚
しょうがい学生は困るという強い
思いがエネルギーのもとになって
いました。
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その後、平成 年に、ろう学校
の卒業生が入学したことをきっか
けとして、大学でも公的支援の必
要性が検討されるようになり、藤
島省太教授を中心に全学的な組
織「障害学生修学支援プロジェク
ト」が立ち上がりました。

大 学による公的支援が始
まって、「情報保障の会」の学
生たちはほっとしたのではありま
せんか。

Q

「しょうがい学生支援室」
の設置まで

「しょうがい学生支援室」が
設置されたのは平成 年度
ですが、それ以前はどのような形
で支援が行われていたのですか。
松 﨑 平 成 年に私 が 本 学 教 育
学 部 に 入 学 し た と き に は、聴 覚
しょうがい学生に対して大学から
の公的支援はなく、友人からノー
トを借りる、理解のある先生から
資料をもらうなど、個人的な支援
に留まっていました。
平成 年に私は本学の大学院
に進学します。この年、後輩に聴
覚しょうがい学 生が入ってきて、
私は今後入学してくる後輩のため
に も 大 学に 支 援 体 制 を 整 えなけ
ればならないと考えるようになり
ました。しかし、当時はまだ大学
にそのような動きはありませんで
した。そこで、私と理解のある学
生が集まって「情報保障の会」を
設立。ノートテイク等の支援活動
を組織的に始めました。

Q

Q
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面でも自分たちの役割をつかめず、
混乱の中にありました。大学側も
学生の役割を明確にできずにいま
した。そのような状況の中で、私
は藤島先生からの依頼を受け、「情
報保障の会」の学生と大学との仲
介役を務めることになります。
私は、学生たちに、「情報保障の
会」設立当初の思いを、「情報保障
の会」で会得したものをいずれは
大学に提示したいという思いが
あったということを、話しました。
そうしましたら、学生たちは、大
学とともに活動していくことを受
け入れてくれました。一方、大学
側には、可能な限り学生たちの主
体的な活動を生かす必要性を語
りました。これは私の思いでもあ
り、学生たちの願いでもあったか
らです。これを大学側は認めてく
れました。
このようにして、本学の「しょ
うがい学生支援」の方針は決まっ
ていきました。学生が主体的に活
動することを尊重し、私たち教職
員は後方支援をするという方針
です。

強や生活を犠牲にして担当してい
ました。本当に申しわけないこと
で、ぜひともこの負担を軽減する
必要がありました。

「しょうがい学生支援室」
ができて

「しょうがい学生支援室」は設置
されました。

「しょうがい学生支援室」が
設置されたことによって大
きく変わったことは何でしょうか。
松﨑 これについては、いつも支
援室にいるコーディネーターから
お話しいただければと思います。
前原 私がコーディネーターとし
て採用されたのは平成 年で、そ
の と き に は 支 援 室 は な く、学 内
（ 号館）に部屋を借りて勤務し
ていました。それでも、コーディ
ネーターがいなかった時と比べれ
ば、学生が相談に来られるように
なったという面で状況は良くなっ
ていました。しかし、支援室とい
う正式な場所ができたことで、支
援を利用する学生、支援を担当す
る学生がいつでも集まって相談で
きるようになりました。集会のた
めに 教 室 を 予 約 し な く て も 集 え
る場ができた、気軽に交流できる
場、気兼ねなく相談できる場がで
きたということは、一見なんでも
ないことのようですが、とても重
要であると思います。
私たちコーディネーターにとっ
ても、学生たちの話が自然と聞こ
えてくるようになりましたので、
直接話を聞かなくても学生の様
子・要望を知ること、問題や悩み
に気づくことができるようになり
ました。
及川 そうですね。コーディネー
ターとしても安心して仕事ができ
る場、居場所ができたというのは
ありがたいことでした。また、支援
室が大学の施設として認められた
ことで、『大学案内』にも載るよう
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能になります。手書きだと、伝え
られるのは情報量全体の パーセ
ント程度ですが、パソコンではそ
の 倍以上になります。大学によ
る公的支援が始まり、予算がつく
ようになったことで、情報保障の
質、支援の質は向上したといえる
でしょう。
平成 年に、本学は独立行政
法人日本学生支援機構「障害
学生修学支援ネットワーク」の拠
点校となっています。大学による
公的支援が動き始めてから「しょう
がい学生支援室」ができるまでの間
には、このほかに何か注目される出
来事がありましたか。
松﨑 平成 年に学生支援ＧＰ
に採択され、専門のコーディネー
ターを雇用することができました。
コーディネーターの採用は、全学
的組織を立ち上げたときから大学
に希望を出していましたが、人件
費の問題でなかなか実現できずに
いましたので、大きな前進となり
ました。

「しょうがい学生支援室」設
置の直接のきっかけは何だっ
たのでしょうか。
松﨑 学生支援ＧＰに採択された
ことによって、それまでよりもス
ムーズに学生支援に取り組めるよ
うになり、実績も蓄積されていき
ました。学長はこれを高く評価し
てくださり、これから「しょうが
い学生支援」を本学の特色として
打ち出したいとおっしゃいました。
そうなると、きちんと活動の拠点
となる場所が必要になります。支
援室が必要だという話を学長に
しましたところ、許可をいただき、

Q

3

20

「しょうがい学生支援」にお
いて、コーディネーターは
とても重要なのですね。
松﨑 「しょうがい学生支援」
の中
で一番大変なのはコーディネート
の仕事です。コーディネートとい
うのは、どの講義でどのような支
援が必要なのか支援を必要とする
学生から聞き、支援を担当できる
人をさがして支援者の配置、調整
をするというものです。それは本
当に時間もかかり、精神的負担も
大きい仕事です。以前はこの仕事
を、学生が自分の時間を削り、勉

Q

17

19

松﨑 いいえ。私自身は「情報保
障の会」の設立時から、活動の中
で得た支援の方法や考え方をいつ
か大学に提供したいと思っていま
したので、大学が動き始めたとき
にはうれしく思いましたが、当時
活動していた学生たちは、歓迎と
いう雰囲気ではありませんでした。

17

2

Q

Q

それはなぜですか。

松﨑 それまで学生たちは、それ
相応の自負と誇りを持って、自分
たちだけで一生懸命に活動してき
ました。そのようにして培ってき
た財産、支援の考え方やノウハウ
等を、全部大学に奪われるのでは
ないかという誤解があったのです。
「どうして今さら…」という思いも
ありました。また、何も経験のな
い大学側が本当に支援を行えるの
かという疑問も持っていました。
翌年の平成 年、私は本学に教
員として採用されます。そのとき、
「情報保障の会」の学生たちはまだ
納得できない思いを抱え、活動の

支援を利用する学生にとっ
ては、学生団体による支援
のみだったころよりも、大学によ
る公的支援が整ったことで環境は
良くなったと考えてよいですか。
松﨑 全学的な組織ができたこと
で支援を受けられる幅は広がった
と思います。例えば、学生だけで
活動する場合には予算がないので、
聴覚しょうがい学生に対しては手
書きのノートテイクによる支援し
かできません。一方、
予算がつけば、
パソコンによるノートテイクが可

Q

Q

02

vol.23

MARCH
2011

NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION,
MIYAGI UNIVERSITY
OF EDUCATION

特集

室員及び専門部会長

しょうがい学生支援コーディネーター
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教育実習委員会や学務委員
会、学生生活委員会との連
携もあるのですね。
松 﨑 教 育 実 習 に 関 して は 教 育
実習委員会と連携をして支援して
います。授業担当教員への配慮事
項の伝達は、学務委員会が行って
います。本学の「しょうがい学生
支援」は全学的組織なのですから、
支 援 室 がで き た か ら 支 援 は す べ
てそこに任せるというのではなく、
皆が一緒に「しょうがい学生支援」
の質的向上に取り組んでいくこと
が大切であると思います。

2

支援の現状

支援学生 利用学生 学生運営スタッフ

1

2

す。肢体不自由の学生は 人いま
す。スロープや屋根付き駐車場の
設置等を行いました。移動介助の
支援も利用しています。

Q

Q

Q

発達しょうがい
部会

義内容を文字化して伝えるとい
う方法です。教室が狭くて支援者
が入りにくい場合や野外での活動
などの場合、この方法をとります。
「ＦＭや赤外線による聴覚補償シ
ステム」というのは、先生の声を
集中的に拾う事ができる機器です。

特別支援教育総合研究センター教員・支援室担当教員等

現在、「しょうがい学生支援」
を利用している学生は何人
いますか。

1

になりましたし、先生たちが来て
くれる頻度も非常に高くなりまし
た。
教職員の
「しょうがい学生支援」
の意識を高めることにも、支援室
の存在は大きな役割を果たしてい
るのではないかと思います。
松﨑 学生からも「しょうがい学
生支援室」ができてよかったとい
う声を聞きますよ。「支援室の存
在のおかげで大学生活をより豊か
に過ごせている。とりわけ人との
結びつきを強くしてくれるパイプ
的な存在」
（聴覚しょうがい学生）
とか、「アドバイスをもらえる人
や時間が増えた」
（支援学生）とか、
いろいろな声が寄せられています。

室長

Q

しょうがい学生支援室

2

支援学生（学生ボランティア）
は、現在、何人登録していま
すか。また、どのように募集し、ど
のように養成しますか。
松﨑
人 で す。入 学 式 の 際 に
リーフレットを配付しました。ま
た、ＣＭを作っていて、新入生合
宿などで流しています。学生運営
スタッフによるＰＲもあります。
及川
月と 月に支援学生の
説明会を開き、支援技術・マナー
等に関しては月に ～ 回練習
会と反省会を開いています。ノー
トテイクの講習を受けた学生がパ
ソコンノートテイクや音声認識通
訳の技術も身につけたいという場
合は、必要に応じて講習会を開催
しています。

10

種類に応じて提供する支援がある
のですね。
表の「共通」の支援内容に「ビデ
オ等の教材の字幕付け・文字起こ
し」とあります。これは、どのよう
に行うのですか。
前原 支援学生（ボランティア学
生）にビデオ等の映像教材の文字
起こしをしてもらって、それを専
用ソフトを使って画面上にはりつ
けていって、テレビでよく見るよ
うな字幕付きの映像にします。作
業に時間がかかりますので、授業
で使う一ヵ月前までには映像教材
を届けていただく必要がありま
す。昨年度から始めましたが、既
に１００ 件くらい行いました。

学務担当副学長

支援の提供はどのような手
続きで行っているのですか。
松 﨑 「 し ょ う がい 学 生 支 援 室 」
の体制は左の図のとおりで、学務
担当副学長が室長を兼ねています。
支援を受ける
（利用する）
ためには、
「しょうがい学生」
（利用学生）自
身 が 支 援 申 請 を す る必 要 が あ り
ます。支援の申し出があると、専
門の教員を中心に専門部会を設
置、支援チームを立ち上げて支援
します。また、しょうがい学生の
潜在的なニーズも丁寧に引き出す
ように心がけています。

松 﨑 今、本 学 に
聴覚しょうがい学
生は 人在籍して
いま す が、そのう
ち 人がノートテ
イクや遠隔地通訳
等の支援を利用し
ています。
視覚しょ
うがい学生は 人
在籍していますが、
そのうち 人が資
料をスキャナで取
り込んでデータ化
するという支援を
昨年度利用してい
ました。データ化
することによって、
パソコンで読み上
げることができま

92

4

「しょうがい学生支援室」
の支援内容と支援体制

聴覚
しょうがい

●手書きノートテイク
●パソコンノートテイク
●音声認識通訳
●遠隔地通訳
●ＦＭや赤外線による聴覚補償システム
●複数画像ディスプレイシステム

Q

しょうがい学生への支援内容

7

5

表の「聴覚しょうがい」の部
分ですが、「遠隔地通訳」とか、
「ＦＭや赤外線による聴覚補償シ
ステム」とかありますが、これは何
ですか。
前原 「遠隔地通訳」とは、講義室
と支援室をネットワークで結ぶこ
とで、支援者が教室に行かずに講

●点訳ソフトによるテキスト文章の変換・校正
●点字ブロックの設置
●拡大読書器の使用による学習の補助
●移動等の介助

学生生活委員会
学務委員会
教育実習委員会

肢体不自由
部会
聴覚しょうがい
部会
視覚しょうがい
部会
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●個別相談

発達
しょうがい

●スロープやエレベータ、
屋根付き駐車場の設置
●教室の変更・調整
●移動等の介助

肢体
不自由

●担当教員への配慮事項の伝達・相談
●
「教職員のための手引き」
配付
●ビデオ等の教材の字幕付け・文字起こし
●個別相談
●総合防災訓練の実施
●ＦＤ研修の実施

共 通

Q

視覚
しょうがい

「しょうがい学生支援室」で
提供できる支援の内容につ
いてまとめたのが左の表です。
「しょうがい学生」すべてに提供す
る「共通」の内容のほかに、障害の

INTERVIEW

FEATURE ARTICLES
支援学生の募集や養成に関
して、困難なことなどあれ
ば教えてください。
前原 募集については、もっと多
くの 学 生に 登 録 して も ら え た ら
と思っています。支援学生の確保
は大きな課題です。ノートテイク
の場合、授業の時間ごとに一人の
学生に 人の支援学生がついて活
動しますので、全体で 人では十
分ではありません。新年度に向け
て、もっと増えてほしいと思って
いるところです。
松﨑 養成については、次の二つ
の困難があります。第一にゆっく
りと時間をかけて養成することが
できないということです。地域で
行われている要約筆記者養成の事
業では 年かけて養成しています
が、本学では支援学生にすぐに活
動してもらわなければならないの
で、基本的なことだけをまず教え
て活動の中で技術を磨いてもらっ
ています。第二に、大学の講義は
専門的な内容なので、地域におけ
る情報保障よりも質の高さが求め
られているということ。学生には

Q

つまり障害のある子どもの教育が
自分の学びを生かして支援に取り
組んでもらわなければなりません。 きちんとできる先生になってほし
いという思いがあり、そのために
学 生 に は 主 体 的 に 活 動 して 成 長
──質の高い情報保障が求められ
してほしいと思うからです。宮城
ているようですが、ともに学んでい
教育大学が提供するのは、お金で
る学生だからこそ、的確に役割を果
も単位でも表彰でもなく、先生に
たせるという面もあるのですね。
なるための成長の場である、とい
うことを一番に考えています。
また、幸いなことに、学生たち
「特別支援教育マインド」
も、「しょうがい学生支援」の内容
を育む
は自分を成長させる価値がある
～教育大学の理念との
と理解して活動してくれています。
密接なかかわりにおいて～
このあたりは、他大学から見ると、
とても珍しく感じられるようです。
学生による支援は他大学でも
教育大学の特徴を生かして
行われていますが、謝金を払
「しょうがい学生支援」を行って
うところもあるようですね。本学は
いるのは本学だけであり、貴重な
無償のボランティアですが、その理
取り組みとして高い評価をいただ
由をお聞かせください。
いています。
松﨑 他大学では、ボランティア
に謝金や単位を出したり、卒業時
に表彰したりしていますが、私た
ちの大学ではあえてそれはしてい
ません。教育大学ですので、「しょ
うがい学生支援」を通して「特別
支援教育マインド」を持った先生、
教育大学の理念と密接なかか
わりをもった「しょうがい学
生支援」として、全国の注目を集め
ているということですね。
松﨑 「しょうがい学生支援」は、
ともすれば〈支援をしてあげる／
支援をしてもらう〉という関係に
なりがちですが、本学ではそのよ
うな雰囲気は全くない。立場を超
えて皆で支援の質を高めていこう
という文化があると思います。し
かもそれは、教育大学としての本
学の教 育理念と結びついている。
学生のパワーがすごいと外部から
よく言われます。

本学の「しょうがい学生支援」
の課題は何ですか。今後、ど
のように展開していくとよいとお
考えですか。

Q

Q

2

2
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Q

松 﨑 体 制 は 充 実 して き ま し た
が、体制が良くなると当事者が改
善点を考えて発信するという機会
が減ります。問題を見つけて改善
をしていく主体性をどう引き出す
のか、というのが一つの課題です。
われわれも、支援をしすぎて結果
的に学生の主体性を損なうことが
ないよう注意しなければならない
と思います。

二つめ の 課 題 は、先 ほ どコー
ディネーターの話にもありました
が、支援学生の人数を増やしてい
くことです。もっとＰＲしなけれ
ばなりません。
三つめは、しょうがい学生と支
援学生がお互いに遠慮して意見を
言えないことがまだまだあるよう
ですので、意見を言い合える場を
作る必要があるということです。
四つめには、教員の意識啓発を
進めること。ＦＤ研修の在り方を
もっと考えていかなければならな
いと思います。
五つめの課題は、コ―ディネー
ターの専門性をより高めていくた

めの場を大学がどう提供していく
のかという問題です。

現在、本学の「しょうがい学
生支援」はすでに外部から
高く評価されていますが、さらに
よりよい支援を目指すのですね。
松﨑 本学の「しょうがい学生支
援」の取り組みを通して、「しょう
がい学生」や「支援学生」が、卒業
後に学校現場できちんと障害のあ
る子どもへの教育的支援ができる
かどうか。これが最終的な評価に
つながってくるのではないかと思
います。

──本日はありがとうございました。
ちなみに、本学を卒業した障害の
ある学生の教員採用率はどのくら
いですか。
松﨑 今までのところ、聴覚しょ
うがい学生に限っては講師を含め
００％特別支援学校で活躍し
ています。まあ、私を除いて、です
けれど、ね（笑）
。

Q

1

「しょうがい学生支援室」の壁には
「テイカー」の写真が貼って
あり、
交流の場所になっています。
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支援学生
聴覚・言語障害教育コース 3年

五十嵐 依子

私は入学後に行われた、コー
スのオリエンテーションで情報
保障活動の存在を知りました。その後手書きノートテイ
カーやパソコンノートテイカーとして派遣され、現在は
音声認識通訳の校正や復唱担当としても派遣されてい

支援学生

ます。初めて派遣された時に、情報保障を受けていた学
生に注意を受け、誰でも参加できる情報保障ではある

発達障害教育コース 1年

ものの、このままの技術や気持ちではいけないのだと強

栗原 和希

く感じました。3年間情報保障に携わってきて、一番や

私は支援学生の登録をしてから
ノートテイカーとして講義に出る
までの間、練習できたのはわずか2回で、はじめは不安ば
かりでした。担当の講義の初回は、
「ちゃんと利用者さん
の情報保障ができるだろうか」と前日から緊張していまし
た。しかし、ペアのテイカーの先輩から
「大丈夫、これか
ら一緒に頑張っていこう」と励ましてもらい、上手くいか

りがいを感じるのは、ノートテイクした内容を聴覚障害
のある学生がノートに書いたり、メモしたりする様子を
見る瞬間です。私が伝えた内容が相手に届いているの
だと感じることができるためです。その瞬間がこれから
もあるように、
個人の技術を向上させながら、
学生スタッ
フとして新しく参加してくれる学生を集め、さらに支援
の輪を広げていきたいと思います。

なかった講義の終わりに利用者の方から
「お疲れ様でし
た、
ありがとう」
と言葉をかけてもらったことで、
心に溜まっ
ていた不安は一気に消えました。コーディネーターさんや
テイカーの先輩方、利用者さんに支えられ、不安を理解
してもらえているからこそ、大きな励みとなってノートテイ
クを行えているのだと思います。私はこれからの大学生
活で更に情報保障に取り組んでいきたいと思っています。
そして、もっと利用者さんといろいろなコミュニケーショ
ンがとれるようにしていきたいと思っています。

利用学生
聴覚・言語障害教育コース 2年

加賀谷 衿子

宮教 大に入学して、はや2年
がたちました。私の大学生活は、
「しょうがい学生支援室」の方をはじめとし、ノートテイ
カーや授業を担当する教員、一緒に受ける学生と共に
あるといえます。1年の時と比べてみると、先生や学生の
間での理解が広まり、
「宮教は居心地がいいな」と思うこ
とが増えました。発表の読み上げ原稿をさりげなく渡し
てくれる学生も多くいますし、時として、一緒に講義を受
ける仲間として見てもらえているんだ、という喜びを感
じています。

「ノートテイク」、

Q 「ノートテイカー」とは？
A

05

「ノートテイク」は、要約筆記ともいいますが、耳
で聞いた情報を文字にして聴覚にしょうがいが
ある人に伝えることです。手書きのノートテイク
のほか、パソコンに文字を入力して情報を提供す
るパソコンノートテイクがあります。
「ノートテイカ—」はノートテイクを担当する人の
ことで、
「テイカ—」はその略称です。
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Q 「情報保障」とは？
A

身体的な理由などによって自力
では情報を得るのが困難な人
に情報を提供し、知る権利や参
加する権利を保障することです。

FEATURE ARTICLES

私たちの活動
紹介します !!

生のための
〜学生による学
生支援」〜
「しょうがい学

利用学生
聴覚・言語障害教育コース 3年

谷 奈々美

私が現在受けている情報保障
は、手書きノートテイク・パソコン
ノートテイク・音声認識通訳の三つです。
通訳者として、様々な方がボランティアに入り、1年生
の時から色々関わる機会が増えたことは、本当に嬉しく
思っております。ただのボランティア関係ではなく、それ
を超えた信頼関係があるのではないかと私は感じてい
ます。情報をテイカーの方からもらう訳ですから、その
情報を信じますし、講義以外の場でも雑談など親睦を
深めることが出来ます。
もちろん、
「しょうがい学生支援室」にいらっしゃる

支援学生
国語コース 2年

中舘

知

私が宮城教育大学に入学し、
ノートテイカーとしての活動を始

コーディネーター達にも自分の悩みや疑問に思ったこと

めて2年経とうとしていますが、これまでたくさんの出会

を相談できます。このように、私が
「情報保障」に関わる

いや経験をしてきました。入学してすぐのある講義でこの

ようになってから様々な方達との繋がりが築かれ、かな

ボランティアの存在を知り、
「自分にも出来そう」という思

り充実した大学生活を送ることが出来ています。

いから始めました。現在私は、話者の音声情報を紙に書
いて伝える手書きノートテイクと、パソコンで入力して表
示するパソコンノートテイクを状況に応じて行っています。
テイクをしていると、やりにくい事や
「ここ、もっとこうした
らいいのでは？」という思い、お薦めしたいテイクの方法
など様々な発見がありますが、その支援学生ひとりひと

利用学生
聴覚・言語障害教育コース 3年

菅原 めぐみ

りの思いや意見を交流し合う場として練習会・反省会が
定期的に行われています。被通訳者を含めた学生みんな
で話し合う事で、より効率良く正確な
「情報保障」ができ
るように努めています。来年、再来年と、さらに技を磨い
てテイク活動に取り組んでいこうと思います。

大学に入るまではずっと通常
の学校で学んできた私にとって、
「情報保障」は
“みんなと共に学ぶ”ということの楽しさ
を教えてくれました。先生の話すことや周りの友達の発
言、時にはおもしろい冗談も…一語一句丁寧に文字情
報として提示してくださるボランティアのみなさんをはじ
め、支援室の方々、よりよい情報保障に協力してくださ
る先生方のお陰で、3年間多くのことを吸収することが

Q 音声認識通訳とは？
A

話者の言葉を復唱して文字
に変換する新たな情報保障
の方法です。

できました。普段の講義だけではなく、3年次の教育実
習の際も小学校まで出向いていただき、必要としている
情報をきちんと知ることで自身の実習に生かすことが
できたことに喜びを感じました。今年は大学生活最終
年に入ろうとしています。これまで支えてくださった学生
のみなさん、支援室のみなさんに感謝の気持ちを持ち
続けながら今年もまた１年お世話になりたい、そして私
からも自分なりの形で恩返しをしたいと思っています。

支援学生募集中!!
本学
「しょうがい学生支援室」では
支援学生を募集しております！
お問い合わせは、本学内3号館2階
「しょうがい学生支援室」まで
お気軽にどうぞ。
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附属校園・上杉学習支援室

｢さぽーとルーム｣ について
●附属幼稚園・小学校・中学校では、
日常的に特別な支援が
必要な幼児・児童・生徒が増加しており、
特別支援教育担当
の支援員を増員することで対応してきました。
●平成１９年度からは
「附属校園特別支援委員会
（現在の
「特別
支援部会」
）
を設置し、
支援が必要な幼児・児童・生徒に対する
支援体制の検討を行い、
「学習支援室」構想を平成２０年度
末に提案、
平成２１年度は試行的に取り組んできたところです。

●左記のような経緯の中、平成２２年度からは上杉学習支援
室
（愛称：
さぽーとルーム）
を正式に立ち上げ、効率的な支
援体制の構築を検討しながら実践してきました。上杉学習
支援室は特別支援部会の組織として位置付けられ、幼稚
園・小学校・中学校共通の支援センターとしての役割を果
たしています。

特別な配慮が必要な子ども
文部科学省の調査では、通常の学級に「知的発達に遅れはないものの、学習面や行動面で著しい困難がある児童生徒」が、約
6.3％いると報告されています（※1）。これらのいわゆる「発達障害」
（ 下欄参照）のほかにも、教室には様々な悩みを抱える子
どもたちがいます。上杉学習支援室（さぽーとルーム）では、
これらの子どもたちに対して、担任・コーディネーター・スクールカ
ウンセラーなどと連携しながら支援にあたります。 ※1 平成14年文部科学省全国実態調査

子どもの興味・関心を
把握し、学習を支援します。

子どもの状況に応じた
支援を行います。

教材・学習方法の提案、
学習習慣の形成など

気持ちの切り替えを図る
「クールダウン」、
社会性を高める
「ソーシャルスキルトレーニング」など

室長は、特別支援学校の
教員が専任であたります。

担 任

子ども

各附属校園の取り組み

授業中に立って
歩いているようだ…

保護者

各校園支援委員会で
支援の方策を検討します。

友達関係での
トラブルが多いのだが…

各校園には特別支援教育コーディネーター
がおり、相談や調整にあたります。

知的障害を伴わない自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害・学習障害
（ＬＤ）
・注意欠陥多動性障害
（ＡＤＨＤ）
、
その
他これに類する脳機能の障害を指します
（※2）
。脳の微細な部分がうまく働かないことが原因と考えられており、
親の育て方や
生活環境により障害が起こるわけではありません。早期発見によって必要な支援を行うことが、
本人の負担軽減につながります。
※2 発達障害者支援法より

07

コーディネーター

学習になかなか
ついていけない…

なぜかイライラ
してしまう…

みんなと一緒に
学習できない…

発達障害
とは

支援員３名が、教室や
支援室で支援を行います。

連携

支援
友達の輪の中に
うまく入れない…

子ども本人だけでなく、
担任やコーディネーターと
連携して保護者との
相談も行います。
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「宮城教育大学学長賞」の授賞
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第 回教養講座

2

3

3

1

月 日、本学講堂にて第 回宮城教育大学教養講
座を実施しました。
学生の教養を深める機会を提供するとともに、一般
にも公開して市民等との
交流を図ることを目的と
する本講座。今年度は、本
学卒業生でモンゴル民族
歌手のボルジギン・イリ

3

69

69

69

37

1

62

大学祭実行委員長 林 道博

平成 年 月 日、各種大会・コンテスト等にて成果を
あげた左記の学生に対し、「学長賞」が授与されました。
12

●総合芸術受講生全員
〔第 回 日本照明家協会舞台部門グループ賞〕
●沼澤 陽介（大学院・生活系教育専修）
〔産業技術教育学会会長賞を受賞〕
●空手道部
〔平成 年度 第 回和道会東北空手道選手権大会
団体第 位〕
●白幡 テリサ（空手道部）
〔平成 年度 第 回和道会東北空手道選手権大会
個人組手一般・高校女子第 位〕
●古谷 美代子（空手道部）
〔平成 年度 第 回和道会東北空手道選手権大会
個人組手一般・高校女子第 位〕
●佐藤 紘（陸上競技部）
〔平成 年度 第 回東北総合体育大会陸上競技
選手権大会 女子やり投げ第 位〕
●千葉 留莉（柔道部）
〔平成 年度 東北学生柔道体重別選手権大会
第 位〕
●チアリーディング部
〔 ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP
２０１０ 東北予選大会第 位〕
●小野寺 未来（水泳部）
〔平成 年度 東北地区大学総合体育大会
女子１００ Ｍ平泳ぎ 第 位〕

22

22

6

ＭＵＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ

40

29

22

22

22

22

22

3

62

11

39

第 回大学祭にお越しくださった方、そして企画や
模擬店などで参加してくださった皆様、ご参加ありが
とうございました。
」を踏
今年度の大学祭は、昨年度のテーマ「 Circles
～ を込めて～」と設定し、準備や
まえて「 Movement
当日の運営を行ってまいりました。このテーマには大
）によっ
学祭に関わるすべての人々の行動（ Movement
て新たな出会いやかかわりが生まれ、さらに大きな
を起こせるのではないかという願いを込め
Movement
ています。また、来年の第 回の記念にむけて動き出そ
うという意味もあります。
今回は、新たな取組みとして芸人ライブに代えて
フットサルパフォーマー「球舞」をお迎えしたパフォー
マンスステージを行いました。球舞のみなさんとお客
様が一体となってステージを楽しんでいる様子が見ら
れ、芸人ライブとはまた違った楽しさを味わっていた
だけたのではないかと思います。また、実行委員が行っ
た企画はそれぞれが工夫を凝らしたものとなっており、
そこには実行委員とお客様の笑顔があふれていました。
来年度はいよいよ 回という節目の年であります。
記念すべき回にふさわしい企画を準備していきたいと
思いますし、これまで同様通例や暗黙の了解のような
ものにはとらわれず、常に新たなものへ挑戦する姿勢
を忘れないでほしいと思います。そして、この宮教大に
笑顔の花がたくさん咲き乱れるような大学祭になるこ
とを期待します。
40

39
th
39
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ネルギーに溢れる歌や踊り、寸劇に圧倒される思いが
しました。「学生に見せたい」が、学長の口からもれた感
想でした。
訪問した附属幼稚園では、園児から一人一人に花束
が贈られるなど、園をあげての歓迎を受けました。昨年
月、本学を訪問された張向葵園長他の先生が、返礼の
意味を込めて用意されたものです。昨年 月から 月
まで本学に滞在された張君輝学長補佐も同じ、あたた
かいもてなしをしてくださいました。こちらからと向
こうから、相互の交流の輪がつくり出す関係にあって、
人と人とのつながりがいかに大事かを痛感しました。
（英語教育講座教授 兼 国際理解教育研究センター長 藤田 博）

3

日本教職大学院協会シンポジウムにて、
本学教職大学院生が研究報告
12

－

2

4

22

読書ラリーポイントキャンペーン実施！

1

2

1

過去 年間程の議論・研究事業の結果として、平成
年度 月から小学校外国語（英語）活動が必修となりま
す。この度、本学に「宮城教育大学附属・小学校英語教育
研究センター」を設立することになりました。主な活動分
野としては、「実践分野」はもちろん、「実践活動」を支え
る「基礎研究分野」ですが、国語教育、バイリンガル教育、
初等教育全般の関連する分野との研究・実践面での連携
も視野に入れながら進めたいと考えております。本セン
ターとしては、 月からの必修化に備えての「小学校現
場」の多様な要請に応えると同時に、中学・高校の英語教
育との「接続」の問題などの実践的・理論的課題に取り組
む予定でおります。また、近い将来、海外での「英語活動
研修」等を予定しております。関係者各位のご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げます。
（英語教育講座主任教授 板垣 信哉）

本学附属小学校英語教育研究センター
を設立します

▲ボールペン

２０１０年 月～２０１１年 月の期間中、宮城
教育大学附属図書館と生協書籍部の共催で学生およ
び教職員を対象に 読
｢書ラリー が
｣行われました。こ
れは、図書館で本を借りるか大学生協で本を買うと、
冊につき ポイントが加算され、集めたポイントに応
じて図書館オリジナルグッズと交換できるというもの
です。図書館では、このキャンペーンを始めてから貸し
出し数が前年よりも増えました。
最大の ポイントを集めてもらえる景品は、学長の
似顔絵入りＵＳＢメモリ。２０１１年１月現在、 人
ほどの学生が獲得し大学生活に役立てています。学部
年堀江望君は、た｢くさん本を読んで貴重な景品が
もらえるのは嬉しい。ＵＳＢは使いこんでいるうちに学
長のイラストが薄くなってしまいました。と
｣話していま
した。
図書館ではさらにパワーアップしたイベントを企画
中！お楽しみに。
（文責／学生広報スタッフ・平野李々子）

3

▲缶バッジ

1

月 日、日本教職大学院協会の平成 年度シンポ
ジウムが、学術総合センター（東京）で開催されました。
大学の発表が行われた「ポスターセッション」にお
いて、本学教職大学院 年の藤坂雄一さんが研究報告
を行いました。
研究のタイトルは、「支え合い、学び合い、高め合う
教職員集団づくり─研修システムの構築とそれを支え
る校務の効率化を通して─」です。プレゼンテーション
時には多数の参加者が集まり、理論と実践の架橋につ
いて工夫している点に関して等、活発な質疑応答がな
されました。
また、シンポジウム（テーマ「教員養成・研修の高度
化と教職大学院の在り方～ ＋α、専門免許の行方は
～」
）
では、
鈴木寛文部科学副大臣による「基調講演」（
「教
員免許制度改革と教職大学院への期待」
）がありました。
続けて「ＦＤ発表」
（
「教職大
学院における実習の現状と
展望 ストレートマスター
）や、シ
が語る成果と課題 」
ンポジウムテーマに関する
「パネルディスカッション」
も行われ、教員政策の今後を
ふまえた教職大学院の現状
と課題が多面的に検討され
ました。
－

▲学生によるインタビューの様子

▲USBを手にした堀江くん

▲缶バッジとポイントカード
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▲オリジナルバッグ

6

12

23

ナ氏を講師に迎え「音楽で巡るモ
ンゴルの旅」と題して、歌とユーモ
アを交えた中国内モンゴルのお話
をいただきました。
日本では考えられないような平
原の中で育ち、日本でチャリティー
コンサートを行って祖国に学校を
建設するイリナ氏の情熱を、来場
者は感じることができたようです。
質疑応答ではチャリティーコンサートについて質問
があり、イリナ氏は「日本中いろいろな所でコンサート
を行っているが、各所で宮教大出身者から声がかかり
心強く思っている」と来場者に語っていました。
大学祭と連携して開催したこともあって、会場には
学生の他に、一般市民も含めて 名の来場者が詰めか
け、講座は盛会のうちに閉会となりました。

10

40

▲オリジナルUSBメモリ
（2GB）

23

東北師範大学との交流協定締結
周年を祝う

5

92

月 日、高橋学長以下 名が中国へ向かいました。
最初の目的地は北京、北京師範大学での第 回東アジ
ア教員養成国際シンポジウム出席のためです。これに
は、中国、韓国、日本の教員養成系大学が参加していま
す。各国持ち回りで、年に一度開催されます。中国訪問
中の社会科教育講座 小金澤孝昭教授も現地で合流し、
参加しました。
その後、長春に。東北師範大学との交流協定締結 周
年を祝うためです。長春では中国訪問中の社会科教育
講座 太田直道教授以下 名が合流しました。東北師範
大学は、本学と姉妹校関係にある大学の中で最も長い
交流の歴史を持っています。
この間、歴代学長が先頭に
立ち、相互交流の太いパイ
プづくりが進められてきま
した。
東北師範大学の広大な浄
月キャンパスを見学、同じ
そのキャンパスで、浄月校
区 周年記念式典に参加し
ました。レベルの高い、エ
24

10

4

3

3

▲挨拶をする高橋学長

50

20

4

25

9

卒業

暮らして早36年過ぎた。定年退職を目前にして、なつか
しく振り返っている。
初めて宮城教育大学に来た時は12月、バスで大学ま

た。その日、私が担当した授業の受講生は幼児教育専
攻の人達。にこにこと人懐っこい。授業態度は明るく積
極的。
「この大学で仕事ができたらいいな～」と思った。
仙台駅まで送ってくださるという先生の車にチェーン

で来る道の両側には雪があった。途中、街中なのに美

を装着することになって（当時はまだスノータイヤで

しい広瀬川が流れていてまず感激した。全く予備知識

はなかった）
、先程の自主ゼミの男子学生が手伝ってく

がなかったので、バスがどんどん山道を登り

れた。降りしきる雪で真っ白になりながら手

だした時は驚いた。東北大学の理学部を過ぎ

伝っている。東京のおしゃれな女子学生しか

て、
以前は「グランド前」
というバス停だった。

知らない私は感動した。そして「宮教大に決

次は「ゴルフ場前」
。乗り越したのだろうかと

めた！」とその時思った。

不安になった。仕方ない、終点でまた折り返

実際には、教授会での決定があって着任が

そうと諦めたら「宮教大前」だった。

決まったのだが、私はあの雪の日に出会った

大学の研究室（当時あった合同研究室）で

学生達が決心させてくれたと思っている。あ

は、学生達が男女数名で熱心に自主ゼミを

れから36年、いろいろなことがあったけど、

していた。教員養成の大学らしいなと感心し

楽しく幸せな教員生活だった。ありがとう。

社会科教育講座 教授

宮教大から合研がなくなって十年以上がすぎ、学内
で直接携わった教員もほとんどいなくなったので、書
きとどめておきたい。
私が宮教大に赴任して最初に訪れた研究室が安孫子
合研だった。まずその未体験な運営の仕方と和やかな
雰囲気に度肝を抜かれ、不思議な魅力を感じたことを
よく覚えている。合研生は誇り高かった。彼らにお茶を
入れてもらい、安孫子先生と一緒に宮教大のことにつ
いていろいろ教わった。合研は、教官研究室を学生に開
放し、希望者を研究室メンバーとして受け入
れるとともに、共同のゼミを開き専門を超え
てともに学び語る場として創設された宮教大
独自のシステムである。この趣旨に賛成して、
私は1981年の着任と同時に、6号館に61合研
を開室した。最盛期には20を越える合研が開
設され、活発な合研行事が展開され、ユニー
クな教育として全国から注目された。
私の合研は半分を私の研究スペース、半
分を学生の共同スペースとし、間を書架で隔

太田 直道

合研の思い出

てた。常時十名程度の学生が「生活」していたが、その
ために研究に支障をきたしたという記憶はない。学生
は研究空間だということを理解していた。合研がきっ
かけで哲学ゼミに進んだという学生も少なくなかった。
ゼミを開き、何冊もの本を学生とともに読んだ。希望者
には語学指導も行った。私の蔵書を読みあさった学生
もいた。研究室の助手代わりとなって私の仕事を手伝っ
てくれた。合研の主の性格を映していたのであろう、他
の合研からは「静かな合研」と揶揄された。私としては、
仕事の合間に語らい、昼食を一緒に食べる合
研の日々は楽しい思い出に満ちている。
その合研も、新課程の創設とともに廃止さ
れ、私は5号館の研究室に「戻った」
。その後
は生涯教育政策専攻の運営教員として、新専
攻づくりに携わったが、合研運営と同じ気持
で専攻指導に当たってきた。学生諸君の気質
も合研と通じるものがあったと思っている。
その新課程も廃止され、そして私も大学を去
る日が来た。
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お世話になった先生方

日光より北には来たことがなかった私が、宮城県に

幼児教育講座 教授

宮教大に決めた！

佐藤 雅子

Campus Life

青葉山の思い出

10

卒業
青葉山の思い出

たのは、昭和46年の暮れでした。まだ27歳に満たない
若輩者で、その後5年間本学でもっとも若い教員でも
ありました。当時は、学生たちからの要望や突き上げ

保健体育講座 教授

学園紛争の燃えカスの残っている宮教大に赴任し

数見 隆生

紛 争後の改革と学生との関係

る合研制度を講義棟に作ったり、学生が自主的に活動
する課外活動等にも教育性を見出せる人物だったよ
うに思います。こうしたリーダーシップに引っ張られ、
多くの教員が一致した方向を持って、かなりの団結力

もあって、かなりの教員たちに緊張感とこの大学を何

で学生に向き合っていたように思うのです。自分のあ

とかしなければという熱き燃えるものがありました。

の頃（昭和40年代後半から50年代）の学生との関係を

その代表が林竹二学長で、紛争真っ只中の

思い出しても、馴れ合うでなく、背を向け合

状況下、学生のバリケードに自ら突っ込ん

うでもなく、いい意味で面と向き合い深く

でいったという逸話のあった人物だけに、

議論をし合える関係だったように思います。

次々と学生の立場に立った改革が行われま

その当時の学生さんたちが、今いろんなと

した。受験勉強だけしてきた燃えカス学生

ころで重要なポジションにつき、その力を

は要らないと入試改革をしたり、講義だけ

発揮しています。

の一斉指導からゼミ的学習（学生を主体に

そうした教員と学生の緊張関係が再度宮教

膝を交えて教員が討議を仕掛ける演習）中

大に醸成されることを期待してやみません。

心にしようとしたり、教員と学生で構成す

大学構内にも種々の樹木・草花が多くあります。サク
ラ、ケヤキ、そして「ドングリ」のみならず、クリ、カリ
ン、トチ等の実をつける樹木があります。フキ、ユリ

数学教育講座 教授

緑多い青葉山周辺はすばらしい環境のところです。

萬 伸介

トチノキは残 っ た！

私には、小さかった頃に、トチの実の中を釘の頭で穿
り出して笛を作ったという記憶があります。一時の安
らぎを与えてくれるトチの実です。
地下鉄工事により工学部体育館前のクルミの木が

やねじり花等の草木の花も目にすることができます。

無くなっていることに最近気が付きました。青葉山周

萩朋会館前と音楽棟の近くに「トチノキ」
（トチの実の

辺も変わってきています。宮教大の未来はどうなる

なる樹）があります。春から初夏にかけて、膨らんだ

のでしょうか。いつの日か「トチノキは残っています

芽から小さな青葉が出て、それがだんだん大きな葉と

か？」と問いかけたとき、どのような言葉が返ってく

なります。気が付くと、小さな黄白色の花が

るのでしょうか。

円錐形をかたち作り、葉の緑との対比を鮮
やかにします。秋口になると丸い実をつけ、
冬を迎える前には茶色の葉を地面に積み上
げています。秋、トチの実が樹の下に落ち
ているので、私は毎年それを拾っています。
三つの筋に沿って外皮を拡げると、つやつ
やした栗まんじゅうの様な実がでてきます。
手でそれを撫でるとより艶がよくなります。
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た。アメリカ生活が長い私にとって、まだまだアメリ

今は、この宮教大に赴任して本当に良かったと思ってい
る。多くの学生とともに過ごした26年弱に渡る宮教大
での教員生活は、私にとってかけがえのない貴重かつ充
実した時間であった。その中でも、就任の翌年に創設し
た宮城教育大学管弦楽団との数々の想い出が心に強く

カに未練があった中での急展開には、正直戸惑うこと

残っている。オーケストラを通した学生教育は、私に課

が多かった。それでも、2年という契約期間を設けて受

せられた職務と考えていたからである。また、何人の卒

け入れたのだったが、その2年半後の1985年9月に、宮

業論文あるいは修士論文の指導をしたであろうか。自宅

城教育大学に赴任することになろうとは、誰が想像し

に宿泊させての指導は、12月になると恒例のようになっ

たであろうか。この要請を受け入れることを決断した

ていた。

時のことを今でも鮮明に覚えている。アメ

音楽は、
「心のミルク」といつも学生に教え

リカで長い間苦楽をともにした家内は、こ

ている。音楽を通した生徒指導は、他には無

のオファーに猛烈に反対し、アメリカに帰

い「心の教育」に直結している。
「心豊かで許

ることを強く希望した。当たり前であった。

容力が大きい人間としての資質は、教員には

それまでは、幾つかの大学からのオファー

不可欠な要素。生徒の心を開ける教員を目指

を断りながらも指揮者としての成功を目指

せ」といろいろな機会で学生諸君に伝えてき

して頑張っていたのだから。

たが、社会不安が続く日本の厳しい現状の中

その時のことが、退職という現実を迎えた

で、長年お世話になったこの大学の学生また

今、懐かしく思い出される。確かに、就任当初

は卒業生諸君には、強く逞しく生きていって

は日本の大学での仕事に戸惑いがあったが、

欲しいと心から願っている。

ただき感謝しています。
真夏のうだるように暑い研究室で、院生と教育の課
題や将来について、熱く語り合えたのは忘れられない

教職大学院 准教授

教職大学院の短い期間でしたが、沢山の思い出をい

渡邊 忠彦

創造性豊かな大学

しく、文科省や役所の指示を仰ぎ待つだけでは乗りき
ることも難しい時代に在るのでしょう。
私は、日本の教育の将来は、教育基本法が創造性を
備えた人間の育成をうたうように、創造性豊かな人材

思い出になりました。これからも彼等が、教育の最前線

の育成による、創造立国にかかっているように思えて

で活躍してくれることを願っているところです。

なりません。

今、世界の中で日本の存在感が急速に縮小

そこでお願いしたいのは、本学が、これま

しつつあるように見えます。また、それに合

で以上にチャレンジ精神にあふれ、創意工夫

わせるかのように、日本の教育の諸改革も自

を当たり前にする豊かな学生が育つ大学で

信なさげで、様々な逡巡を重ねてきたかのよ

あってほしいということです。

うに見えるのは私だけでしょうか。
激しい変化と、各国との競合を当たり前に

お世話になった先生方

形交響楽団の常任指揮者として就任することとなっ

音楽教育講座 教授

インディアナ大学博士課程に在学中の1983年2月に
たまたま帰国したのがきっかけで、その年の4月に山

渡部 勝彦

26年間、ともに過ごした
在学生、卒業生に感謝！

学校の生徒たちが求めている教師は、なに
よりもはつらつたる進取の気風にあふれた

する時代を迎えて、私たちは「教育の成果は

先生であることを、最後に付け加えておきた

後世にならなければ分からない」といった言

いと思います。ありがとうございました。

説に逃げることも、また、護送船団方式よろ
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家庭科教育講座 助教

昭和40年4月1日に東北大学教育学部から分離し、宮城教育
大学として開校してから平成23年4月1日には設立47年目を迎
える事となります。更に、東北大学教育学部時代を含めたこ
の長い歴史の中で、学びの場として他に類を見ない自然環境
に恵まれたキャンパスライフを送れる事はこの上ない幸せな
貴重な人生の一コマである事を学生諸君は認識しているので
あろうか。学生諸君にとって若い時は、今なのである。何かに
気付く事により意識に変化が起こる。気付くか否
かは本人次第である。ただ漫然と大学生活を送る
のではなく、自分自身が今立っている足元をよく
見、考え、行動するのである。悩み、苦しみもそこ
には存在する事もあると思う。人はそれにより又、
今の自分を乗り越え、大きく育って行くのである。
楽しい丈の人生には成長が伴わない。悩み、苦し
み、考える事により、それを克服した先に光り輝
く物が必ず見えて来る事を学生諸君は常に心に置
いて大学生活を送ってほしいと念じている。

原 京子

輝かしき未来に向けて

今、社会問題の一つのテーマともなっている不登校児童・生
徒を抱えた現場の教育に教師はどう対応して行くか、教員養
成としての宮城教育大学は、この様な難問を含めた社会の変
化を見落とす事なく、世界の中での日本の混乱を正しく導き教
育を貫徹出来る様、心神に優れた教員を養成し、社会に答えて
邁進させる事を念じておる次第であります。
宮城教育大学の正面には東北大農学部の移設工事、更には、
地下鉄東西線工事が着々と進行し、開設の日を迎え
るのはもうすぐです。そして、外は一日一日と春め
き、2月にはマンサクの黄色い花弁が渋い雑木の肌
を飾りはじめる。3月にはフキノトウが芽吹き、ウグ
イスのさえずり、4月にはカタクリ、キブシ、ショウ
ジョウバカマ、シュンラン、タチツボスミレ、ネコヤ
ナギの花芽が顔を出しサクラが咲き、
5月には姫シャ
ガ、ヤマツツジ、チゴユリが咲き揃う。このすばら
しい環境に前途ある輝かしき未来ある事を念じつ
つ宮城教育大学に幸あれとお祈り申し上げます。

社会科教育講座 教授 ※現在療養中にて、社会科教育講座主任教授である近藤佳代子教授に、

勝部

勝部教授のご紹介およびこれまでのご活躍についてご寄稿いただきました。

裕 （代筆：社会科教育講座・主任教授 近藤佳代子）

勝部裕先生は、大阪市立大学大学院経済学研究科を修了し、1979年4月に本学に着任されました。御専門は
「ヨーロッパ史学」で、中央ヨーロッパ社会史、中央ヨーロッパ地域史等の研究に従事してこられました。授業
では、日本人として外国史・外国事情を学ぶことの意味を考えることに重点をおかれ、さらに、演習等の専門科
目では、外国語の文献を用いて、受講生に外国語の読解力を培わせる授業もしてこられました。
先生は、
ドイツ、
オーストリア、
チェコ等に、
これまで、
研究のため何度か資料調査に出かけておられます。そして、
いつも、お忙しい調査の合間に、御研究や当地の様子を、私達にこまめに詳しく絵葉書で伝えてくださいました。
2007年末に体調を崩され、現在は御療養中のため、御退職にあたり最終講義をしていただくことができないのが、とても残念です。

退任される事務職員の方

附属図書館
図書情報室管理主任

荒川 幸子
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宮教大の思い出といえば、どうしても昔の思い出を話してしまいます。管理棟の前の細く小さかった樹木が、現在の
ように大きく、太くなった姿をみると、過ぎた年月を思わざるを得ません。通勤途中でバスが止まると、バスの前を野
兎や、雉が横切ったことも、嘘のような本当の話です。あるときは、管理棟の二階に上ってきた、足に傷を負った野兎に、
薬を塗って放したこともありました。管理棟の犬走りのところにいたマムシを、捕まえてマムシ酒を造った人がいたり
と、すべてがゆっくりと流れていた時間を、懐かしく思い出します。もちろん、仕事をおろそかにすることはありませ
んでしたので、念のため。永年勤続二十年の方々の祝賀会を、大会議室に職員全員が集まって行ったこともありました。
その中にいて、これから二十年も勤められるのだろうかと、遠い先のことのように思っていた自分が、もう定年を迎え
てしまいました。特別支援学校の子供達の中で仕事ができたことも、よい思い出になりました。いろいろな仕事を経験
させていただき、部署を変わる頃には、それらの仕事が好きになっていましたから、幸せなことだったと思っています。
数回の病気休暇をとりながらも、周りの人たちの協力をいただき、仕事をしてこられたことに、感謝をしています。還
暦は、生まれた年に戻るという意味があるらしいので、じゃあ、いろんなことに再出発をしてみようかと思っています。
今までどうもありがとうございました。
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宮城教育大学。ここで、学んだこと
は何だろうか。
講義では、専門性の高さに頭を悩ま
せた。教育実習では、授業を組み立て
る難しさを知った。混声合唱団、体育
会水泳部、ノートテイカー、テックサ
ポーター。興味のあることに挑戦した。
たまに、泣いた。教育について、友人と
夜遅くまで語り合った。…青春である。
その中でも、 年間混声合唱団に所
属したことには非常に意義があった。
一つの音楽を、大勢で作り上げる。学
生指導のため、指揮者は悩みながら音
楽を作っただろう。音楽づくりで意見
をぶつけあった回数は数え切れない。
だからこそ一体感があったし、瞬く間
に 上 達 す る こ と も で き たので は ない

4

か。目標に向かって頑張ること、途中
で投げ出さないこと、皆で一つのもの
を作り上げる楽しさ…書ききれないほ
ど、様々なことを学んだ。
それから学んだことと同じ位、私に
多くのアドバイスをくださった人がい
る。私が迷い弱気になった時、その人
は叱咤した。優しい言葉だけが優しさ
ではなく、厳しさの中にも優しさがあ
ると教えてくれ
た。この場を借り
て感謝したい。
大学で学んだ
こと。それは、生
きている限り、学
びが あ る という
こと。そして、多

には本当に楽しくなる。その気持ち
を忘れず、自分が教える側に回って
も 生 徒 に 味 わ わ せて あ げ たいと 思
う。
今年 になっても、いまだに馬鹿
ばっか り やって 友 達 と 笑 い 合 って
いる。成長しないな、と苦笑いの出
そうな反面、それで良いんじゃない
か、とも思う。飲む度に仲間が増え、
仲間が増える度に飲んだ（たまに飲
み で 友 達 が 減 る こ と も あった ）
。そ
んな 仲 間 達 と過 ごした 時 間 はこれ
から先も大きな支えになるだろう。
そんな 仲 間 達 とこれから も 支 え 合
いたい。
最後にこの 年間で、いつも助け
22

4

くの人がいるか
ら、私 がここに
いるということ
だ。指 導 してい
ただいた諸先生
方、スタッフの
方々、教師を目
指す友人、大学
に入るまでに出
会った数え切れ
ない人々に、そして家族に、支えられ
てきた。感謝してもしきれない。
卒業は、大学生活の〝集大成〟では
ない。人生の中の一つの〝通過点〟だと
思う。それを心に留め、春から自分の
故郷の一 職員として働いていきたい。

てくれた仲間、ついて来てくれた後
輩、お世話になった先生方に深く感
謝の言葉を伝えたい。ありがとうご
ざいました。

私たち卒業します！

4

大 学の 年 間で本 当に 多 くの事
を学んだ。その中でも「スベッても
折れない心」は大学で身につけたか
けがえの無い財産である。恥じらい
の中には必 要 な ものと不 必 要 な も
のがある。大学の 年間で星の数ほ
どの恥じらい（必要なほう）を経験
したため、ウケ狙いを外す事など蚊
に食われるようなものとなった。教
師 は 五つの「 者 」で あ れ、と 言 わ れ
るが、その中の芸者、役者にとって
は強靭な精神力が必要と思うので、
冗談無しで必要な力だと思う。
大 学の部 活 動では 水 泳、バスケ、
空手を経験した。どの種目でもそう
だが、上手くなった実感が出たとき
4

真弓

（まつみや よしひろ）

松宮 義浩

GRADUATE

（こん まゆみ）
◇宮城教育大学
初等教育教員養成課程
英語コミュニケーションコース

from

◇宮城教育大学
中等教育教員養成課程
保健体育専攻
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られてばかりいた。そして、英専断裂
の危機もなく、平和に過ごしてきた
と思う。むしろ、「仲良し英専」と周囲
から言われていたほどである。勘違
いでなければ。今考えれば、もしかし
たら、皆我慢していたのかもしれな
い。しかし、それは、それぞれが思い
やりを持って、相手のことを考えて
接していた結果なのであろう。この
ように他者を思いやることのできる
仲間と一緒に学びを共にすることが
でき、私は本当に幸せ者である。
「相手を思いやる」― 小さな頃から
言われ続けてきたことのように思う。
しかし、それを実際に行動に表すの
はそう簡単ではない。私は、生涯愛し

2

1

天野さおり

2

（あまの さおり）

私のデジカメには無数のデータが
所狭しと保存されている。その多く
が、 年間を共に過ごしてきた英語
教育専攻の仲間たちとの軌跡を写し
ている。仲間たちの眩しい笑顔が私
を見つめている。仲間の温かさを感
じる。私が大学生活 年間で得た大
きなものは、仲間である。
入学したての頃は、残された 年
間を思うと、不安で仕方なかった。高
校までと違い、クラス替えが無い。何
よりも、専攻内の人数が少なすぎる。
仲の良い友達ができなかったら、全
てがお仕舞いだと思った。しかし、そ
の不安は文字通り杞憂に過ぎなかっ
た。振り返れば、英専の皆には、助け

て、様々な角度から学校教育につい
て学ばせていただきました。さらに、
様々な校種の先生方と交流を図るこ
とも、その先生方の学びの姿勢を目
の当たりにすることも、一つ一つが刺
激となり、自分の血肉となっていく
のを感じた １ 年目でした。
年目は、
年目で学んだこ
とを も とに、実
践を積み重ねて
き ました。子 供
たち一人一人の
ひたむきな姿に
刺 激 を 受 け、こ
こまで研究を進

続ける仲間を得た。これから出会う
子どもたちには、教員として、仲間の
大切さ、人を思いやることの大切さ
を伝えていき
たい。
最後にな
りますが、私
と関わってく
ださった全て
の方に感謝い
たします。あ
りがとうござ
いました。

めてくることができました。以前ま
での自分とは異なる視点から現場で
の仕事に向き合うことができた 年
目でした。
今回、私が教職大学院で学ぶ機会
を得られたことは大変幸運であり、
私が学んだことを今後の職務に生か
していくことこそがご指導をいただ
いた多くの先生方や、私に学ぶ機会
を与えてくださった多くの方々への
恩返しになると考えています。

2

4

私たち卒業します！

1

◇宮城教育大学
中等教育教員養成課程
英語教育専攻

（さいとう じゅん）

◇宮城教育大学大学院
教育学研究科 専門職学位課程
高度教職実践専攻
（村田町立村田第五小学校 教諭）

GRADUATE

齋藤 淳

from

4

私は現在、教職大学院 年目とし
て現任校で勤務しながら研究のまと
めをしている真っ最中です。私が勤
務している村田第五小学校は平成
年度をもって閉校し、町内の 校と
統合することになっています。つま
り、私が教職大学院を卒業すると同
時に、子供たちも本校を巣立ち、新た
な生活へと踏み出すことになるので
す。私が教職大学院で学ばせていた
だこうと考えたきっかけも、まさに
閉校や統合にかかわるものでした。
年目は、久しぶりの学生生活に
戸惑いながらも、教職大学院の先生
方の指導の下、理論研究を進めてき
ました。また、講義や実習等を通し
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MESSAGE

s t ude n t's

VOIC E
実習を終えて

小学校4年次実習を終えて

特別支援学校実習を終えて

介護等体験を終えて

初等教育教員養成課程
社会コース ４年

特別支援教育教員養成課程
発達障害教育コース ４年

中等教育教員養成課程
音楽教育専攻 ２年

久保 亜結美（くぼ あゆみ）
私は小学校4年次実習で中野小学校
6年1組を担任しました。小学校4年次実
習は3年次実習とは期間、実習生の人数
など多くの点で違いがあり、中でも
「実習
校によって違う」という点が実習前はとて
も不安でした。しかし4年次実習を振り
返ると、大学生活の中でのとても大きな
財産の一つになったと感じます。
3週間を通してじっくりとした観察、実
践や先生の指導を受けて、学習指導、生
活指導だけでなく子どもとのかかわり方
や教師の仕事について多くのことを考
え、学びました。
実習中はやはり子どもとの日々のかか
わりがとても楽しく、疲れた時や上手くい
かない時でも子どもの前に立つと自然と
笑顔になれた気がします。実習は長いよ
うであっという間に過ぎてしまいました
が、子どもとのやり取りが一つ一つ心に
残っています。
また3年次では気づかなかった
「教師
の職務の幅広さ」を改めて実感しました。
連絡会や学校行事を見ていて、日々めま
ぐるしい忙しさの中にも、子どもとのかか
わりを大切にして子どもの変化を見取っ
ていく先生の姿はこの4年次実習だから
こそ見えたものだと思います。

とても充実した3週間を経て私は
「絶
対に教師になりたい」という気持ちを改
めて感じました。その夢を叶え新しいス
タートに立った今、これまでの財産を糧
に頑張っていこうと思います。

庄子 菜々（しょうじ なな）

沼畑 佑季（ぬまはた ゆき）

「先生になりたい」
、そんな強い気持ち

特別支援学校での実習は、2日間とい

をもたせてくれた2週間でした。
特別支援学校での初めての実習に期

う短い期間でしたが、学ぶことが多くとて
も貴重な時間を過ごすことができました。

待よりも不安が大きかったですが、そんな

大学の授業で特別支援教育について学

不安は子どもたちが自然と取り除いてくれ

んできましたが、実際に学校の中で生徒

ました。大きな緊張に押しつぶされそうに

と触れ合わないと分からないことがたくさ

なりながら、特別支援学校で実習を開始

んありました。私は障害のある生徒たち

した私を、たくさんの子どもたちが迎えて

と関わる機会は初めてで、実習に行く前

くれました。2週間という短い期間でした

はどのように関わっていけば良いかという

が、子どもたち一人一人のことをできる限

不安も大きくありました。

り知りたいと思い、積極的に子どもたち

1日目はそのような不安や戸惑いがあ
り、自ら積極的に関わることが難しく感
じましたが、一緒にいるうちに生徒の方か
ら私と触れ合おうとしてくれて、不安は少
しずつ消えていきました。言葉が話せなく
ても、様々な手段でコミュニケーションが
とれることを実感しました。ちょうど明日
が学習発表会という行事のため、その日
はリハーサルのお手伝いをしました。そこ
で特に印象に残っていることは、生徒た
ちの一生懸命な姿はもちろんですが、先

と関わろうと努力しました。
授業では、もともと決まった教材があ

生方の生徒を思う姿勢です。障害のある
生徒たちにとってはそれぞれできることも

るわけではなく、子ども一人一人に応じた

違うため、生徒一人一人が最大限活躍で

支援、課題を実習生たちで話し合い、授

きるようにと役割に工夫をしていたので

業を作っていきました。教材がないため、

す。その工夫によって生徒たちも生き生き

自分たちの支援や指導が適切だったかど

と輝いて見えました。2日目の本番当日で

うかが子どもたちの反応ですぐに分かり

の各学年の発表でも、生徒たちや先生

ます。上手くいかないときは子どもたちに

方から楽しさが伝わってきました。

申し訳ないという気持ちでいっぱいにな

今回の実習ではここには書ききれない

りましたが、子どもたちの成長を感じられ

くらいのことを学びました。これからの教

たときは泣きたくなるくらい嬉しさを感じ

育活動に活かしていきたいと思います。

ました。
子どもたちの成長を感じ、その成長に
先生としてもっと関わっていきたいと強く
思わせてくれた素晴らしい実習でした。
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サークル・同好会紹介

私たち女子ソフトボール部は人数がギリギリながらも、ソフトボールを楽しむことを
第一に初心者・経験者関係なく、学年の壁を越え仲良く活動しています。昨年度は人
数不足のために試合に出られないかもしれないという不安と闘いながらシーズンを過
ごしていました。しかし、今年度は頼もしい1年生が入部したことで東北春季・秋季リー
グに出場し、全日本インカレ出場のチームにも果敢に立ち向かうことが出来ました。
大会に出るにあたり、人数が少ないために同じグラウンドを使う硬式野球部さんなど
の助けも借りながら練習し、試合経験も積んだことで、今シーズンはチームとして大き
く成長することが出来たと思います。周りの方々に支えていただきながら大好きなソフ
トボールができる環境に感謝し、チームワークを武器に、一つの目標に向かっています。そして全員でソフトボールを楽しむこと
を忘れずに日々練習に励んでいます。
女子ソフトボール部 前主将 渡部 明希
（わたのべ あき）

Circle

女 子ソフトボ ー ル 部

柔道部

フォークソング 研 究 会

私たち柔道部は部員8
名と少人数ではあります
が、週3日体育館隣の武
道場で練習に励んでいま
す。2年生がいないため、もし今年度1年生が入って来なかっ
たらと心配していましたが、マネージャー希望の子まで入部
してくれました。
積極的に大きな大会に出場し、オリンピックに繋がるよう
な大会で結果を残すこともできました。団体戦に出場できる
ほどの人数はいませんが、選手個人がより技を鍛え、個人戦
で結果を残すことだけではなく、心身共に鍛えることを目標
に頑張っています。
日々の練習だけでなく、剣道部、合気道部と共に
「武道会」
を組織していて、正月の鏡開きに始まり、花見、磯浜合宿、芋
煮などの行事を行い、サークル同士の交流を深めつつ、楽しく
活動しています。
武道や格闘技に少しでも興味がある方、ぜひ武道場にい
らしてください。
柔道部 前主将 木田 武宏
（きだ たけひろ）

私たちフォークソング研究会
（通称：
F研）は総勢40名を超える大きなサーク
ルです。部員の中には、大学から楽器を
始めた人や、楽器は持っていたけどバン
ド経験がなかった人も大勢います。
1年間に学内で4回のライブがあり、
ライブの度に自分の好きなバンドを好き
なだけ組み、ライブにむけて練習しています。練習は不定期で、バンドごとに
メンバーの空きコマを見つけて行っています。また、毎年2月には学祭ライブ
に出たバンドの中から6バンドのみ出ることのできる定期演奏会をライブハ
ウスで行っています。最近では、他大学との合同ライブをライブハウスで行う
ようにもなりました。また、サークルでのライブでは基本的にはコピーバンド
なのですが、部員の中にはオリジナルのバンドを組んでライブハウスでライブ
を行ったりする人もいます。
ライブだけでなく、花見や夏合宿、芋煮などの行事でも親交を深めています。
部員に個性的な人が多いため
（笑）
、他にも面白いイベントをよく企画しています。
とても楽しいサークルなので、
「音楽が好きだ!バンドしてみたい!」という方は、
いつでも待っています!
フォークソング研究会 前部長 安達 和正
（あだち かずまさ）

リーダー研修会について
サークルリーダー研修会実行委員長

中村 直樹（なかむら なおき）

2010年12月11、12日の2日間にわたり蔵王少年自然の家にて体育系サークルリーダー研修会を行い、約90名の学生が参加しました。リーダー
研修会とは、各体育系サークルのリーダーを務めた者、リーダーを務めている者、今後務めていくであろう者が集まり、各サークル内だけでなく体
育系サークル全体で話し合うことにより、体育会をより良いものにしていこうという会です。様々なサークルと交流することによってお互いに影響し
あい、いろんな考え方に触れてリーダーとしての幅広い考え方を身につけてもらうことが、この研修会の大きな目的です。
実際に行った内容は講演会、討論会、様々な企画で楽しむオリエンテーションなどです。今回は討論会について述べさせていただきます。討論
会では、一つの大きなテーマをもとに、そのテーマに沿って具体的に何を話し
合うのかもグループごとに決めてもらいます。同じサークルのメンバーには相
談しにくいことや、話しづらいこともほかのサークルの人には話しやすいよう
で、今回の討論会は大変実りのあるものになったと感じました。人と人とのつ
ながりも大きく広がったはずです。
参加してくださった方々は本当にパワフルで、実りあるリーダー研修会に
なったと私は思います。私は部活を引退した身ではありますが、今後の宮城
教育大学の体育会の活躍が本当に楽しみです。体育会に入るのでしたら一度
リーダー研修会に参加してみることをお勧めします。
絶対損はさせませんから。
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（鎌田宙央［入学・教務主幹付留学生担当職員］
）

いつつもそれぞれの視点で意見を述べあい、あっ
ついて話したりと、楽しい会話は閉店の 時 分
という間に 時間が過ぎてしまいました。新し
まで途切れること無く、最終的には１１３名の
い友人を作り、また自分の価値観を広げ、深める
お客様に来店いただきました。ここから始まった
きっかけとして、
とても有意義な会になりました。 交流の輪が、今後さらに大きく広がってくれれば
良いですね。

平成 年度「留学生を囲む会」

（虎尾 裕［美術教育講座准教授］
）

15

（鎌田宙央〔入学・教務主幹付留学生担当職員〕
）

30

月 日（木）萩朋会館 階大集会室において、
平成 年度留学生を囲む会が催されました。出席
者は、留学生と日本人学生 名、学長、副学長以
下教職員、来賓の方々あわせて二十数名でした。
萩朋会館での開催
は、２００７年 以 来
となり、広々した会場
に 料 理 が き れいに 配
膳されていました。留
学 生 担 当の 鎌 田 さ ん
の司 会で 時 分 よ
り開会し、最初に、高
橋学長の挨拶があり、
続いて、見上副学長の
日本の忘年会につい
ての口上の後、乾杯の
ご発声と同時に、賑や
かな歓談が始まり、し
ば ら く 料 理 をほ う ば
りながら、皆、楽しん
でいるようでした。
時頃より、イタリアペルージャ外国人大学か
ら短期留学の特別聴講生 名、ロレンツォ君とス
テラさんの修了式が執り行われ、学長より修了証
書が授与されました。
その後、恒例のビンゴゲームが行われ、皆、時間
を忘れて盛り上がっていました。プレゼントの包
みを開け、お互いに品物を見せ合いながら、笑い
声の絶えない時間もあっという間に過ぎ、 時過
ぎには市瀬部会長の挨拶でお開きとなりました。
年度も、本学との交換留学の姉妹校である東
北師範、テグ教育、ＣＱＵ、フロリダ、ペルージャ
の留学生をはじめ、教員研修留学生など多くの外
国からの学生が、日本人の学生と交流を深め、楽
しい一夜として良い思い出になったのではないで
しょうか。今年度の会を開催するにあたり、ご尽
力くださった皆様に感謝申し上げます。

2

77

2

16

17

平成 年度「グローバルカフェ」
─留学生がもてなす
おしゃべり喫茶店─

2 10

い世界で活躍したいという気持ちになります。そ
の意味でスピーチコンテストは、会場にいる日本
人学生にとっても、たいへん刺激的なイベントに
なっているといえます。

11

平成 年度「第 回留学生日本語スピー
チコンテスト」

30

80

16

18

（市瀬智紀〔国際理解教育研究センター教授〕
）

6

18

30

1

昨年度から始まったこの企画。食文化を仲介
としつつ、会話に重点をお
いた留学生と地域の皆さ
んとのコミュニケーショ
ンの場を作ろうというコ
ンセプトのもと、「グロー
バルカフェ─留学生がも
てなすおしゃべり喫茶店
─」として、今年度は平成
年 月 日（土）の 時
から 時 分まで、 号
館２３２番教室にて出店
されました。
カフェに出店したのは、韓国、中国、プエルト
リコ、イタリア、オーストラリア、チリ、バング
ラディシュの カ国です。当日は、宮教の学生の
みなさんで組織される、二
つの交際交流サークルを
中心として会場セッティ
ングを行い、各国固有の歴
史・特徴を持ったお菓子・
飲み物、そして民族衣装
等を準備し、あとは来場
者の皆様を待つばかりで
す。
30 6

22

12

22

18

22

22

開店の 時から 分
を 過 ぎると、次 か
ら次へとお客様が。店内はあっという
間に満席です。 カ国の留学生の
お菓子、飲み物の説明をきっかけ
として、また準備したクイズや
民族衣装、各国の本を一緒に
読んだりしながら、リラック
スした雰囲気の中で各国の
食文化を紹介しあいます。
そこから、教育・政治事情、
諸文化の各国間の相違に

14 11
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ワンコイン・シネマ・クラブ

22

「宮城教育大学で勉強して
いる日本人学生と留学生が、
もっとお互いを知り、仲良く
なるためのきっかけを作りた
い」という目的でスタートし
たこのクラブ。留学生がプレ
ゼンターになって自国の映画
をおすすめし、日本人学生と
留学生の皆で映画を観た後は、
飲み物を片手に自由に感想・
意見等を話し合って交友を深めます。
さて、記念すべき第一回は平成 年 月 日
（木）に開催されました。プレゼンターとなった
留学生は韓国・大邱教育大学校からの交換留学
生イ・ヘジンさんとキム・ボウンさんです。民族
問題として、また国際
問題として 年間存在
し続けている「朝鮮戦
争」について話し合い
たいとセレクトした映
画は「ブラザーフッド
（太極旗翻して）
」（カン・
ジェ ギ ュ 監 督 ／ 韓 国 ）
。
１９５０年 に 勃 発 し
た、民族を 分する朝
鮮戦争に巻き込まれて
いくジンテ、ジンソク兄
弟、母、そしてジンテの
婚約者の人生を描くこ
とを通じ、戦争がいかにして人を非人
間的にしてしまうか、家族・兄弟愛
と対比させる形で訴えた映画です。
参加者は日本人学生 名、留学
生 名の計 名でした。
ヘジンさん、ボウンさんが
冒頭で軽く映画を紹介し、皆
で鑑賞した後に意見交換を
行いました。参加者それぞ
れが、映画のテーマに沿
10

22

毎年留学生の日本語学習の成果発表のため、そ
して、日本人学生の多文化理解を促進するために、
留学生日本語スピーチコンテストを開催していま
す。本年も 月 日（火） 時 分から 時 分
まで、
２３０番教室で、
第 回留学生日本語スピー
チコンテストが開催されました。今回は、参加者
名、参加国 カ国と、大変たくさんの参加者に
恵まれ、バラエティに富んだ発表で、充実した時
間を過ごすことができました。
話者全員が、入念に準備した原稿を表情豊かに、
ユーモアや、時にはパワーポイントを交え発表を
行い、甲乙の付けがたい素晴らしいスピーチが行
われました。その結果、ミヤンマーからの教員研
修留学生ティンザーさんが「視点優秀賞」
、東北師
範大学からの交換留学生、黄英傑さんが「表現力
優秀賞」
、
イタリアのペルージャ外国人大学グルー
プのロレンッオさんとステラさんが「ユーモア優
秀賞」を獲得しました。そして、「最優秀賞」を獲
得したのは、友人関係をテーマとして、同じ大邱
教育大学校からの留学生キム・ボウンさんと喜び
や苦しみを分かち合ってきた留学生活について話
してくれた韓国の大邱教育大学校からの交換留
学生イ・ヘジンさんでした。
このほか、モンゴルからエンクバット・ビャン
バソットさんとナランガラオーさん、韓国からイ・
スジンさんとキム・ボウンさん、中国から石彩梅
さん、オーストラリアからエリーとハミッシュと
トリスタンさん、アメリカからマロリーさんとマ
ルガリータさんとサイモンさんが参加し、思い思
いに熱弁をふるいました。参加者全員に、最後に
賞 状 と記 念 品が 贈 呈
されました。
スピーチコンテスト
には、 名前後の来場
者がありました。留学
生 のス ピ ー チ を 聞 く
と、日本や日本文化の
魅力に新しい視点か
ら気付かされます。ま
た、留学生が頑張って
日 本 語 を 習 得 し、ま
た 異 な る 文 化の中 で
勉学に励んでいる様
子を見ると、もっと広
11

18

vol.23

MARCH
2011

NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION,
MIYAGI UNIVERSITY
OF EDUCATION

討していくこととしてい
ター・島津正數事務局長、気仙沼
め、今回は「お米プロジェ
ます。
クト」を共通のテーマとし、 市教育委員会・白幡勝美教育長、
「お米作りと生物多様性」
・ 日本環境教育学会・阿部治会長
から、各大学や全体の取り組み
「お米作りと体験学習」
・
「お
日本／ユネスコ
に対する評価とコメントをいた
米作りと食文化・食育」
・
「お
パートナーシップ事業
だきました。文部科学省国際統
米作りと伝統芸能」の四つの
括官付からは事業実施に対する
分科会に分かれ、参加校の実践
第 回ユネスコスクール
アドバイスをいただきました。
発表に続き、各会場では活発な
全国大会が宮城教育大学
と
そして、今後、 ASPUnivNet
質疑応答が行われました。
において開催されました
して、今回の評価やアドバイス等
午後の部は、国連大学よりＥＳＤの
を平成 年度の事業に反映させること、ユネスコ
地域拠点に認定されている、仙台広域圏
月 日（土）に、文部科学省・日本ユネ
スクール加盟促進とユネスコスクールの質の向上
ＥＳＤ・ＲＣＥ（本学が事務局を担当）学びあいセ
スコ国内委員会主催の標記全国大会が宮城教育
を目指した支援を実践することが確認されました。
ミナーと位置づけ、一般公
大学において開催されました。
（ユネ
開としました。
また、全国大会開催に伴い、 ASPUnivNet
スコスクール支援大学間ネットワーク）主催のサ
基調講演では、「オリザ
第 回気仙沼ＥＳＤ／
イドイベント（ 日・金）
、ダブルネット推進ワー
の環」を連載企画した、仙
ユネスコスクール研修会
クショップ（ 日・日）を開催しました。
台広域圏のメンバーでもあ
去る 月 日（金）に気仙沼市教育委員会等主
る河北新報社代表取締役・
催・宮城教育大学等共催の第 回ＥＳＤ／ユネス
一力雅彦社長の「お米が結
○ 月 日（金）
コスクール研修会を気仙沼市総合市民福祉セン
ぶ 地域と世界」の講演に、
サイドイベント・公開授業「防災教育」
ターにおいて開催しました。
会場から時間をオーバーし
月 日に続いて 回目の開催となった研修
文部科学省藤嶋信夫国際統括官をお迎えし、宮
ての質問がありました。
会には、気仙沼市内の小・中・高校の教員等約
城教育大学附属小学校にて開催しました。
また、タイ・韓国・マダガスカルより海外のＥ
１００名が出席しました。
時からの開会式に続き、附属小学校 年生
ＳＤ活動やユネスコスクールの現状報告と、 月
文部科学省国際統括官付吉田徹企画係長、ユ
「総合的な学習の時間」参観後、「防災教育パネル
日に開催したサイドイベント「宮城教育大学附
ネスコ・アジア文化センター事業部柴尾智子次
ディスカッション」を行いました。
属小学校・防災教育」の報告、各分科会からの報
長による講演と、①生物多様性 ②エネルギー、
パネルディスカッションでは、附属小学校いず
告がありました。
みタイム研究部会・高橋心教諭、気仙沼市立小原
防災、
気候変動、
都市計画 ③食・産業（農・水産等）
、
今後、多くの学校がユネスコスクールに参加す
木 小 学 校・尾 形 俊 明 教 諭、 ることでＥＳＤが広まるとともに、今回のワーク
福祉、キャリア ④多文化共生（国際理解、伝統文
気仙沼市立階上中学校・菊
化、地域遺産）の四つのアプローチ別のセッショ
ショップを通して各校で取り組まれている実践
田 裕 幸 教 諭、大 河 原 町 立
ンでは、専門家（助言者）の先生方から実践への
事例が共有されることで、ユネスコスクール加盟
金ヶ瀬中学校・高橋教義校
助言と評価が行われました。
校の質の向上につながることが期待されます。
長が取り組みを発表し、国
宮城教育大学から見上一幸
立教育政策研究所五島統 平成 年度
副学長、小金澤孝昭・市瀬智
「日本／ユネスコパートナー
括研究官からコメントを シップ事業」
紀教授、島野智之・棟方有宗・
評価検討会開催
いただき、熱心な質疑応答
溝田浩二准教授、東北大学大
が行われました。
学院環境科学研究科から浅沼
月 日（月・祝）国立科学博物館にて平成
宏准教授が出席し、助言・評
年度「日本／ユネスコ パートナーシップ事業」
価の他に取組の改善に向けて
評価検討会を開催しました。
○ 月 日（日）
の提言も行いました。
この事業は、ユネスコスクール支援大学間ネッ
ダブルネット推進ワークショップ
今後、気仙沼市教育委員会
トワーク（ ASPUnivNet
）事務局の宮城教育大学
及び教頭会と宮城教育大学が
が申請を行い、 ASPUnivNet
加盟大学へ再委託し
連携して、本研修会の報告も
たものです。平成 年度の事業の評価を踏まえ、
含め気仙沼市のＥＳＤの取組
今後の実践に反映させるべく、標記会議を実施
をまとめた【気仙沼ＥＳＤ共
しました。
同研究紀要『持続可能な社会を担う児童・生徒の
会議では、評価委員の国連大学高等研究所・竹
育成をめざして』
】を発行予定です。
本和彦上席研究員、ユネスコ・アジア文化セン

29

30

附属小学校「総合的な学習の時間」
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29

31

5

ユネスコスクール大学間支援ネットワーク
）とユネスコスクールネットワーク
（ ASPUnivNet
（ ASPnet
）によるダブルネット推進ワークショッ
プを開催しました。
国内ユネスコスクール加盟校が東アジア・東
南アジア地域のユネスコスクールと交流するた

31

10

22

2

10

13

10

宮城教育大学教職大学院生 韓
=国大邱
教育大学校附属小学校などを訪問

大邱教育大学校大学院生との意見交換会の様子

記念講演「お米が結ぶ 地域と世界」

10

22

3

9

14

今 回の 訪 問
は、参 加 し た
教職大学院生
にとって、今後
の教 育 現 場の
在 り 方 を 探っ
てい く な か で
非 常に有 意 義
な ものとな り
ました。
本学では、今
回の韓 国 訪 問
を機に、協定校
との 継 続 的 な
学生交流を検
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本学教職大学院生 名と教職員 名が、 月
日に協定校である韓国の大邱教育大学校附属小
学校を訪問しました。今回訪問した教職大学院生
は全員が現職派遣教員です。
最初に、同校の校長先生から学校の特色や教
育方針について説明があり、活発な質疑応答も
行われました。また、学校内の授業の様子や施設
を視察し、本学教職大学院生が、校内や教室内
の掲示物、先生と生徒の
授業のやり取りを写真に
撮ったりメモを取りなが
ら熱心に視察していまし
た。
その後、大邱教育大学
校の大学院生と意見交換
会を行いました。特別支
援の現状や対応、保護者
の学校活動への協力体制
など幅広く意見交換を行
い、参加した教職大学院
生は日本と韓国の教育現場での対応の相違など
について直接話し合う機会になり、貴重な時間と
なりました。
月 日には、ソウル教育大学校附属小学校
も視察しました。校舎は古く歴史ある建物であり
ながら、それほど古さを感じさせない整然とした
雰囲気で、力量あるスタッフによって様々な施設
がしっかり活用されている様子を拝見すること
ができました。
9

16

14

大邱教育大学校附属小学校長との記念写真

留学

学 生 広 報 ス タ ッ フ の

について調べて
きました!

I want to knowgs.
about these thin

Vol.1

広報戦略室・広報誌担当プロジェクトでは、
今年度より、
学生の広報スタッフを募集し、
本誌
「あおばわかば」
の作成をはじめとする本学の広報活動
に参加してもらうことにしました。
今号には、
学生広報スタッフの企画による本ページのほかにも、
「卒業生の軌跡」
「MIYAKYO NOW」
「TOPICS」
等に、
学生たちが取材してまとめた記事を掲載しています。
スタッフは４月にも募集しますので、
本学学生のみなさん、
ぜひご応募ください！
（ 広報戦略室・広報誌担当プロジェクト

ふむ
ふ
む
。なる
ほどね
！

Q どんな国に、

どのくらい行けるの？

A

中国、韓国、オーストラリア、イタリ
ア、
イギリスの姉妹校に、
１学期間ま
たは１年間留学することができます。

高橋 亜紀子 ）

Q 短い期間でも
行けるの？

A

短期の留学もできます。イタリア、
オーストラリア、アメリカの姉妹校
に、
２週間〜２か月程度留学するこ

Q 語学力は？
A

英語圏に留学する場合には、
TOEFLという英語の試験を
受ける必要があります。

留学しよう!

Q&A

とができます。そのほかにも、海外
総合演習やオーストラリア小学校
インターンシップ研修、
ウェスレー
大学短期留学プログラムなどがあ
ります。

Q もっとくわしく知りたい！
Q 選考はあるの？
A

A

長期留学の場合は、
２年次の夏に選考
を行います。短期留学の場合には１年
次から応募できます。

学 生ス タッ フ編 集後 記

国際理解教育センター
（５号館３階）
や、留
学生担当
（2号館1階４番窓口）
に足を運ん
でみてください。語学学習のサポートや、
担当の先生によるサポートが受けられる
ので、
とても安心です。

◎分かりやすくて素敵な記事が出来ました。
スタッフの似顔絵にも注目です！
（Ａ・Ｓ）
◎学生広報スタッフとして仕事ができて、すごくうれしかったです。
（Ｓ．
Ｓ）
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出会える場が
実は、
ね！
たくさんあるんだ

Q どんな留学生がいるの？
A

学内で
留学生と交流!

現在、宮城教育大学には、
６２人の留学生がいます。中国、韓
国、モンゴル、オーストラリア、アメリカ、イタリア、チリな
ど、
１２か国から来ています。

Q&A

Q どこで会えるの？

A2 授業で会えます。

留学生は、日本人学生と一緒に講義を受けるこ

A1 寮で会えます。

留学生にききました!

とも多いです。英語や陶芸、舞踊などの講義で
留学生を見かけたことはありませんか？現代的
課題科目
「多文化理解」
に関する講義では、一緒

◎寮の生活

に活動することも多いですね。講義で留学生を

私たちは中国から来た留学生です。日本で

見かけたら、
どんどん話しかけてみましょう！

暮らす生活はとても楽しいです。自分の国
を離れ、日本の寮に入る前は、わくわくする
と同時に不安や親元を離れる寂しさでいっ
ぱいでした。実際に寮で生活してみると楽
しいことやよいことがとても多いです。例
えば、寮祭に参加したり、月に３回一斉清掃したりすることなどです。寮の友達は、いつも
私たちの生活の中で慣れないことや分からないことを親切に教えてくれます。そして、今
では、自分の悩みも相談してしまうぐらい、本当に心強い存在になっています。

A3 留学生と日本人学生が一緒に参加できるイベントがあります。
ワンコイン・シネマ［ 萩朋会館2F ］

グローバルカフェ［ 2号館232番教室 ］
大 学 祭 に 出 店し
て い る無 料 の カ
フェ。世界のお菓
子を食べながら、
留学生とお話しで
きます。

留 学 生 が自分 の
国 に 関 わる映 画
を 選 ん で 上 映し
ま す 。上 映 後 に
は、皆で感 想・意
見を交換します。

Q チューター
チューターとは、日
本人学生が留学生
の日常生活や勉強
のお手伝いをする
ことです。

毎学期、掲示などで募集がありますの
でお見逃しなく！2号館1階４番窓口

週に１度、空コマを利用して、一緒に日
本語を勉強します。授業の予習復習
や、日常生活で気になった言葉につい
て質問を受けたりします。

学 生ス タッ フ編 集後 記

21

留学生が日本に
来て感じたことな
どを日 本 語 でス
ピーチします。例
年１１月ごろ。

チューターをやってみたい！
という方へ

って？

A

スピーチコンテスト

NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION,
MIYAGI UNIVERSITY
OF EDUCATION

MARCH
2011

vol.23

留学生と一緒に、市内観光やホーム
パーティをすることもあります。

や、国際理解教育センター高橋亜紀
子先生のところで受け付けています。

◎いろんな人と出会って、話し合って作り上げたひとつの宝です。
（Ｔ．
Ｓ） ◎イメージ図からどんどん楽しいページに
◎「卒業生の軌跡」
を担当し、改めて宮教の良さを見直しました！
（Ｗ・Ｏ）

仕上がって面白かったです!（Ｒ.Ｈ）

ル
イ
ァ
フ
つ
し
う
ゅ
き
ん
け

宮教大の多彩な
研究の いま を
所属学生がレポート！

国文学研究室

准教授

美術教育の未来を探る

絵画研究室

1

安彦先生の作品
（油絵）
「一輪の薔薇」

意見を交換し合うことも、制作を行
安彦研究室は美術の中でも特に「絵
う上でとても重要なことです。アトリ
画」を専門に学んでいます。今年の学
エに入れば研究作品が目に飛び込ん
部生は四名、院生は三名が所属してい
でき、学生の間では作品のコンセプト
ます。
や表現についての質問が自然と飛び
絵画と一口に言ってもその内容は
交います。客観的な評価を受けること
幅広く、油彩、水彩、鉛筆、ミクスト
は研究をする上でも参考になり、学生
メディアなど、学生は自身の表現に
は公募展などにも積極的に出品して
合った材料で、研究を深めていきま
います。
す。研究で一番重きを置かれるのは制
何を学ぶにも一番大切なことは、学
作です。本制作に入る前に資料集めや
生の姿勢です。先生は学生に、制作す
エスキース、習作を制作するなどして
る時の心構えをいつも示してくださ
大作に挑みます。モチーフの選定、構
図、描写法、その全てが研究対象です。 います。技術や知識以外にも、何かを
生み出すために黙考を重ね、議論し合
先生は学生に適切な技法や作品例を
う姿勢が大切なのだと日々感じてい
提示することもあれば、雑談交じりに
ます。子供たちの個性を引き出し、生
アーティストや展覧会の話をしてく
み出す喜びを共に味わえる教員にな
ださることもあります。学生は構図や
れるよう学んでいきたいです。
色彩を先生に相談する他、技法や作
家を調べ、自分の表現に活かせないか （大学院教育学研究科
美術教育専修
年 草苅 史織）
模索します。また、学生同士で盛んに

安彦 文平（あびこ ふみひら） 美術教育講座

教授

渡辺 善雄（わたなべ よしお） 国語教育講座

4

渡辺研究室には、近代文学を卒業
辺善雄先生は附属中学校長を兼務し
論文のテーマとする学生九名が所属
て、お忙しいにもかかわらず、学生が
しています。研究室の雰囲気を一言で
行う新入生歓迎会や追いコン、芋煮な
表すなら、
まさに「自由」
です。学生は、 どの行事にたくさん足を運んでくだ
自らの好きな作家・作品を、一年間か
さる、とても気さくで親しみやすい教
けてじっくりと自分のペースで分析
授です。先生の授業は、太宰治の『新
します。研究テーマは明治の樋口一葉
釈諸国噺』
と西鶴の原話を比較したり、
や夏目漱石から戦後の石坂洋次郎ま
文学教材における教師用指導書の欠
で、多岐に渡っています。
陥を指摘したりするなど非常に興味
近代文学を研究するにあたり重要
深いものばかりで、そこから卒論のヒ
なのは、作品分析の視点です。従来の
ントを得る学生も少なくありません。
研究論文にとらわれすぎることなく、
研究室には将来教員を志す学生も
自分なりの考察をいかに深められる
多く所属していますが、昨今の教育界
かが大切です。私たちはその視点を学
では言語活動の充実やＮＩＥなど、国
ぶために、二年次から渡辺先生の「国
語が担う役割が非常に大きくなって
文学演習」という授業を受講していま
います。授業や卒論執筆によって得た
す。この授業では、学生が卒論と同じ
一つ一つの作品や表現にじっくりと
手順で短編小説を分析・発表し、受講
向き合う態度を、将来様々な形で生か
生同士で質疑応答を行うことで作品
していきたいと思っています。
理解を深めます。
（中等教育教員養成課程
私たちを指導してくださっている渡
国語教育専攻 年 丸森 翠）

自由に学ぶ文学の世界
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に侮辱されるのは許せない、頑張ってやろうとい
う意識が生まれました。もし恋愛がうまくいって
幸せになっていたら、早く教師になって、結婚生
活を送ろうと思っていたかもしれません。でも不
幸せだったので頑張りました（笑）
。
ただ、皆の前で歌うことが苦手で、字が下手
ですので教師になりませんでしたが、それにつ
いては後悔しています。

本学を卒業後に東北大学大学院へ
進学されましたが、何かきっかけは
あったのですか。
高校卒業後 年浪人していた時、勉強や研究

リュックサック一杯の本を背負って歩いていまし
た。自分の専門領域が見えてくるにつれて、何か
書けそうだと思えるようにもなりました。ただ、
宮教大から大学院へ進学した時は、横文字の欧文
文献を読むのに苦労しました。

大学院ではどのように過ごされましたか。
入学して、現場との連携を全く考えない、ひた
すらに外国語文献を読む授業に衝撃を受けまし
た。こんな人たちには教育を任せられない、自分が
何とかしなければ、という思いが生まれるほどで
した。そう思えたのも、宮教大で教育の事実から
学ぶ教育学が、勉強できたからだと思います。最初

学校で作る一年間
の教 育 課 程 をカリ
キュラムと言います
が、これは教科ごと
のカリキュラムもあ
れば、学校全体のカ
リキュラムもありま
す。私の専門は主に後者で、現場と深く結び付い
ている領域です。このテーマに興味を持ったのも、
宮教大で教育課程の授業を受けたことによるも
のが大きいです。

現在、学生を指導する中で
伝えようとしていることは何ですか。

このごろは学生の元気が無いので、「自分を創
らなきゃ駄目だよ」と言っています。また、「 年
間で複数の先生に就いて自分の専門を極めてい
くように」とも伝えています。在学中に 、 人
の先生方を消化するといいです。各教員の専門を
大体理解したら次へ移る、そうやって相対化して
いくことで、自分が本当にやりたいことは何なの
かが見えてくる。とにかく、自分で自分を創るこ
と。誰も自分を創ってはくれない。目標を決めて、
若者らしく努力して、自信をつける。若い間にコ
ンプレックスを克服しておく。そうしないと、い
つまでたってもつまらないことで頭を悩ますこと
になる、そのように学生に伝えています。

自分の一生をどう生きていきたいのか、それを
見つめていくことが必要です。コンプレックスが
あるならばそれを認め、バネにしていけばいいん
です。自分の専門をしっかり勉強していけば、自
信がつき、進むべき道が見えてくるはずですか
ら、是非とも頑張ってほしいです。それと、仲間
と鍛え合う関係を作るべ
きです。自 主 的に 勉 強 し
あうとか、とことん自分を
さらけ出すとか、そういう
ことが自分を変えていく
きっかけになります。二度
と帰ってこない青春時代
の 年間ですから、大切に
して生きてもらいたいと
思います。

最後に、宮城教育大学の学生に何か
メッセージがあれば、お願いいたします。

2

第 回は、東北大
学で教育学を教えて
いらっしゃる水原克
敏先生にご登場いた
だきます。 月 初 旬、
学生広報スタッフと
広報委員 名で先生
のところにお邪魔し、
お話を伺いました。学
生広報スタッフは、憧
れの水原先生にお会
いして緊張しつつも、
インタビューを無事につとめました。水原
先生の学生時代の思い出や宮教大生へのあ
たたかいメッセージを報告いたします。

1967年仙台二高卒業、1972年に宮城教育大学卒業、1977年に東北大学
大学院教育学研究科を単位修得退学し日本学術振興会奨励研究員に採
用。1978年教育学部助手から講師・助教授を経て1994年教育内容講座
教授、2000年大学院教育学研究科の教授学習科学講座教授、2008年
教育設計評価講座教授。この間、1989年に論文
「近代日本教員養成の確
立過程」で教育学博士号を取得。2006年より総長特任補佐、2007年度
より2008年度まで教育学研究科副研究科長。受賞では、2004年の教養
教育
「自分」で総長教育賞、2007年東北大学男女共同参画奨励賞。学会
活動では日本教師教育学会、日本教育学会、日本教育方法学会の理事及
び東北教育学会長と日本カリキュラム学会代表理事。社会的には学校ボ
ランティアを組織、日本学術振興会や行政の各種委員を務めている。

は教員養成制度、次第に教師の資質についても考
えるようになりました。それは究極的には、教師
は何をする人かという疑問に繋がり、
私はカリキュ
ラムという一つの側面から研究することにしまし
た。マスター時代は苦しかったです。本格的に論文
を書くことの大変さというものを知りました。

水原 克敏 教授

先生はカリキュラム論を専門として
いらっしゃいますが、どのようなものか
簡単にご説明いただけますか。
また、どのような考えでこのテーマを
選ばれたのでしょうか。

4

3

（学生広報スタッフ 大谷航、広報戦略室・
広報誌担当プロジェクト 高橋亜紀子・千田美穂）

在学期間を教えてください。
昭和 年 月に入学し、昭和 年 月に卒業
しました。

当時のキャンパス内の雰囲気は
どのようなものでしたか。
学生がちょうど 年生まで揃った時で、キャン
パスも現在の場所に移りました。特に印象的だっ
たのは、先生方がとても若かったこと。創立して
間もない頃で、「東北大学に負けないぞ」という熱
意にあふれていました。教育は教師の姿勢が大事
で、学生を見限れば彼らを駄目にしますし、自分
を見限れば自分も終わってしまいます。その意味
ではとても良い環境だったと思います。また、自
主ゼミも多く、何かに入っていなければ負けてし
まうのではないかと思うほどでした。宮教大のよ
いところは、教育学の単科大でありつつ、領域が
多岐に渡っているところ。一つのテーマについて
様々な観点から議論を深めていくことができ、そ
れが面白かったです。

進学のためにどのような勉強を
されたのですか。

が面白いと感じました。その時に、大学院に行こ
うという考えを、持ちました。
本格的に勉強を始めたのは大学 年の頃から
ですが、勉強を進めるうちに自分のやっているこ
とが「本物」になってきて、学ぶことで自分が変
わっていくのを感じました。

第3回
ゼミの先生の授業を大切にしました。それで
何かが見えてきたんじゃないでしょうか。毎日

4

47

水原先生ご自身は、どのような学生生活
を送っていらっしゃったのでしょうか。

4

1

12

2

4

剣道や恋愛に勤しんでいました。入学した頃は
勉強を頑張ろうと思っていましたが、 年生にな
るとだらけてしまって。そんなとき、女性に振ら
れたことが非常に大きなバネになりました。女性
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卒 業 生 の 軌 跡
3

3

2

人をつくる
社会をつくる

3

43

附属幼稚園は「好きな遊び」
を主体とした保育活動をしています。子どもたちは遊ぶことで体をつかい、思考をめぐらし、想像力を
発揮するようになります。また、友達とかかわることで社会性が身に付いていきます。そのためにも我々教師は、個々の子どもが発達
していく姿を様々な側面から総合的にとらえて、発達に必要な経験が得られるように環境を構成しています。
遊びは実に多彩です。場所や素材が同じでも、その子どもが興味をもち、行おうとしていることが違うと遊びが異なってきます。例
えば秋には木の実を拾ってままごと遊びをする子どもが多く見られました。シチューに見立てた泥にドングリを入れて料理をしている子
もいれば、カリンの実を削ってトッピングを楽しんでいる子もいました。友達の遊びのアイデアを取り入れて一緒に遊んだり、自分の
遊びを発展させたりしていく様子もたくさん見られました。

附属幼 稚 園

好きな遊びと交流活動

附属学校との交流も盛んです。特に5歳児は、11月に小学校に行き、1年生の皆さんと一緒に給食を食べました。教室に入っ
た時、子どもたちはとても緊張していましたが、お話をしているうちに、笑顔が見られるようになり、おいしく給食を食べることができまし
た。12月は特別支援学校に行きました。お兄さん、お姉さんが卒園記念品を作っている様子を見学し、一緒に歌の交流もしました。
また、2・3月には、中学校の3年生が子どものためにパズルや魚つりなどのおもちゃを作っ
て来園してくれます。中学生はそ
のおもちゃを使って子どもと一緒
に遊びます。
子どもたちの笑顔が絶えず、
たくましく育って「楽しい」
と思え

校部から

と思います。

教育活動

ESD
（持続発展教育）
への取り組み

るような幼稚園を今後もつくっ
ていけるよう努力していきたい

「温かいなあ」落ち
葉を集めて足湯あ
そび

附属幼稚園 教務主任 秋塲 文東

本校は2007年10月24日にユネスコスクールに加盟し、防災教育を中心に
して ESD
（持続発展教育：Education For Sustainable Development）
に取り組んできました。ESDでは、将来にわたって、持続可能な社会を
構築するために、問題意識を持ち、取り組むべき課題について知り、そ
の解決のために意見を交わし、共にあるべき方向を確認し行動すること
が求められています。つまり、主体的に考え、行動できる人材を育てるこ
とをねらいとしています。このことを踏まえ、外部機関や地域の方々とも連
携しながら3年生以上で防災教育に体系的に取り組んできています。
本年度、3年生では PTA行事として、
「消防署へ行こう」と題し、親子で仙台市青葉消防署で見学・体験学習を行いました。
あいにくの小雨の中でしたが、学級ごとに指令課見学や地震体験車「ぐらら」乗車体験、車両見学
（消防車、はしご車等）
、レス
キュー隊訓練見学を親子で行い、防災意識の向上や理解を深めることができました。

附属小学校

〜外部機関・地域人材との連携・協力〜

また、5年生では、ユネスコスクール全国大会のサイドイベントとして防災についての公開授業を行いました。栗原市役所危
機管理室の方を講師に招き、2008年の岩手宮城内陸地震の被災の様子や復興の取り組みなどを学び、
近い将来に高い確率でおこるとされている宮城県沖地震に対する備えについて考える
ことができました。
本校では、他の学習でもESDの考え方を取り入れ、外部機関や地域の方々と連携
した授業を実践しています。3年生の総合的な学習の時間「仙台七夕」では一番町四
丁目商店街の方、4年生の総合的な学習の時間「七北田川を知ろう」では環境問題
に取り組んでいる NPO法人の方などをお招きして学習しました。今後も、子どもたちが
将来にわたって主体的に考え行動できるように、外部機関や地域の方々のご協力も得
てＥＳＤに取り組んでいきたいと考えています。
附属小学校 教務主任 滝野澤 清史

行こう」

3年生「消防署へ
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附属中 学 校

恒例もちつき大会
当校の特色ある教育活動の一つに、もちつき大会があります。始めるきっかけとなったのは、今から12年前、当時3年生を担
当していた先生方が、これから迎える受験に対して、粘り強く頑張ってほしいという思いで発案したからでした。当時は、借用した
杵と臼で実施しましたが、その後卒業記念品として杵と臼が贈られ今に至っています。
現在では、PTAの学年行事の一つになっていて、12月から1月にかけて実施されています。親からお雑煮の作り方を教えても
らい、もちつきを親子で体験すると共に、親への感謝の気持ちを伝えるため、学級委員と奉仕班が中心となり、感謝の気持ちを
朗読し、歌を贈るなど、この活動が大きく広がってきています。
伝統と文化を尊重することが好ましいとされている昨今、もちつきから多くの価値を見出し、生徒に感じ取らせていきたいと考え
ています。もちつき大会について、3年生にアンケートを取ってみたところ、ほとんどの生徒はもちつきの経験がなく、楽しい行事
の一つとして捉えています。杵と臼でもちをつく工程から、温かさやふわふわとした柔らかさを感じ取り、心満たされる経験となって
いるという感想を寄せていた生徒も多くいました。伝統に触れることの大切さ、仲間との協同作業の大切さなど、もちつきを教育
活動として位置づける意義を実感しています。
餅米を蒸し、熱々のうちに重い杵を振り上げ
ついていく活動は、有形無形の多くの宝ものを
私たちに授けてくれています。年に何度か、近
郊の学校へも貸し出しをしている杵や臼も、だ
いぶ傷みが見られ、今年は臼を新調しました。
これからも「恒例もちつき大会」
を、より特色
ある教育活動としていきたいと考えています。
もちつきの様子

附属中学校 教務主任 小松 惠子

附属特別支援学校

感激、感動、感謝…
2年に一度の学芸会

From Affiliated Schools

附属学
特色ある

特別支援学校では、11月6日（土）に学芸会が行われました。本校では、
運動会と学芸会を隔年で実施しているため、2年に一度の大切な行事となり
ます。
小学部の劇「うらしまたろう」
は、
6年生ふんする主人公のうらしま3兄弟が、
助けたカメの案内で竜宮城へ旅をしながら、
「みんななかよし」なことがいかに大切であるのか気づかされていくという奥深い内容のストー
リーです。竜宮城で繰り広げられる児童のかわいらしい演技に会場から感激の拍手が巻き起こりました。中学部はファンタジックな演
出が見どころの劇「ぼくは魔法使い」
。魔法使いと人間のマジシャン、村人が繰りなす深い人間模様は、見る人に「信じること」こそが
奇跡を巻き起こしていくことを感動的に伝えていきます。ステージ上で実際
のマジックを披露しながらのラストは見応えがありました。高等部は昔話の
王道、
劇「かぐや姫」に挑戦しました。誰でも知っているシンプルなストーリー
展開ながら、随所に乗りのよいダンスを取り入れ、笑いあり、涙ありの白熱
の演技を見せてくれました。また、史上初のかぐや姫の月での生活を映し
出すシーンでは、本校始まって以来の教室ロケを敢行、VTR映像などを駆
使したSF超大作となりました。練習を重ねるたびに演技に磨きがかかり、
生徒たちの生き生きした表情が随所に見られ、会場の皆さんからも大きな
ご声援をいただきました。

附属特別支援学校 教務主任 佐藤 功一
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小学部 劇「うらしまた
ろう」練習風景

THE HISTORY IS READ.

昭和 年 月刊
1

39

2

『東北大学百年史』（全 巻）

3

平成 年 月から平成 年 月刊、

22 12

29

前号（ 号）掲載の「宮城教育大学の歴史をひもとく」に

【お詫びと訂正】

記述に関しては次回に紹介する

3

た。お詫びして訂正いたします。

おいて、「包摂」の語が「方摂」と誤って記載されていまし

▲川内東分校時代に、
サークル室脇に立てられていた掲示板

▲東北大学川内東分校、
教育学部分校時代の校舎等
（昭和33年～39年頃）

20

4

12

40

昭和 年 月から昭和 年 月刊
54

（※ ）東北大学百年史編集委員会編

3

5

宮城教育大学創設への歩み

1

その❷

こうして、「包摂」 年もたたない昭和 年ご
ろから、小学校、実技関係教科の教員確保をめ
ぐって、県教育委員会から東北大学、文部省へ
要望が出され、宮城学芸大学設置運動が盛り
上がっていくことについては本誌 号で紹介
しました。そしてついに昭和 年 月、東北大
学は、宮城学芸大学設置に伴う措置として教
育学部教員養成課程の廃止を承認したのでし
た（※ ）
。
宮城教育大学の創設は、昭和 年 月のこ
とです。
【 学長 高橋 孝助】
5

（※ ）東北大学編『東北大学五十年史』（上・下）

3

（※ ）
宮城県教育委員会編
『宮城県教育百年史』（全４巻）

35

50

15

─「師範学校」から「国立大学教育学部」へのプロセス

等学校、高等・専門学校の教員資格が取得でき
るようになっており、「教育概論」
「教育史概説」
など数科目を開設するだけですんだ。加えて、
当時の教育学は「哲学より分離していない教育
的哲学に止まっていた」
）
。事実、宮城師範学校
は「合併承認直前」まで独立昇格運動を続けて
いました。このような困難を抱えながら、とも
あれ東北大学は「旧帝国大学では唯一の小学校
教員養成を行なう大学となり、その小学校教員
養成に当たっては、中・高等学校教員養成の場
合と同様、教育学部が充実した教育諸科学の講
座を用意して教職専門教育を担当し、教科専門
の教育は免許教科に関係のあるそれぞれの学
部の教育に依拠するという全国に例のない教
員養成の形をつくりあげた」
（前掲『宮城県教
育百年史』
）のです。
その後、東北大学は内外の条件の変化に対応
しさまざまな工夫や変更をしたのでしたが、前
掲『宮城県教育百年史』は「合併当初の無理がの
ちの宮城教育大学分離の基底的原因となる」と
し、さらに東北大学の「教員養成方式」を「努力
目標」として評価しながらも、ＣＩＥの「一県一
大学の原則」のため「独立を強く望んでいた宮
城師範学校を迎え入れる条件の整っていない東
北大学に包摂せざるを得なくなったところから
構想されたともいえる」と記述しています。

1

2

3

22

（前回のお話では、紆余曲折はあったものの、宮
城師範学校は東北大学教育学部に「包摂」され、
新たなスタートを切ることになったことまでを
述べました。
しかし、
教育課程の目的が異なっていたため、
東北大学側と師範学校側の交渉はなかなか妥
結しなかったのです。
）
「包摂」に関する東北大学側と師範学校側の
交渉はなかなか妥結しませんでした。『東北大
学五十年史』
（※ ）によれば、「師範側では、前
期後期を通じて四年の教育学部を大学と師範
とで協同で設置することを主張するのに対し
て、大学側は後期二年のみを教育学部として…
設置するが、前期の教職教養部（後に教育教養
部と称せられることになつた）は主として師範
学校をこれにあてるという方針であつた」こと
が交渉難航の理由でありました。この辺りにつ
いて、昭和 年刊の『宮城県教育百年史』（※ ）
は、学術研究と教員養成の統一、全国的な視野
に立つ学術研究と一県義務教育教員養成の調
整、「帝国大学」と「師範学校」との格差意識の
超克、などを、新制東北大学教育学部発足の過
程に生じた問題としてあげています
（ちなみに、
戦前の帝国大学は義務教育（小学校）の教員養
成は行っておらず、無試験検定制度によって中
50
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RENKEI NEWS

公開研究会「不登校支援と進路」の実施
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
共催により平成22年12月4日（土）の午後2時から4時30分まで、仙台
市旭ヶ丘市民センターにおいて公開研究会「不登校支援と進路」を開催
しました。この公開研究会は、本学の特別支援教育総合研究センター・
適応支援領域の活動の一環として位置づけられてい
ます。当日は教育関係者や学生、市民など100名を超
す参加者がありました。
今回の公開研究会では、不登校と進路の問題をめぐっ
て各領域における取組を紹介し、パネルディスカッショ
ンや講話を通して考察を深めました。企業経営者、通信
制高校教諭、中学校校長、青少年相談支援担当者がパネ

宮城教育大学
「スペースラボ in仙台市天文台」の実施
本学では、平成22年8月から平成23年2月の期間、仙台市天文台
を会場に「スペースラボin仙台市天文台」と題した実験教室を実施し
ました。この実験教室は、教育分野での連
携を強化するため「連携協力に関する覚書」
を取り交わした宮城教育大学と仙台市天文
台が連携企画として実施しているもので、
小・中・高生を対象としています。
（写真は
12月19日に実施された時の様子）
実験教室は全6回で、本学理科教育講座の高田淑子教授、笠井香
代子准教授、内山哲治准教授をはじめ学生たちが講師となり、
「地
学」
「化学」
「物理」と様々な切り口か
ら観察・実験を展開し、宇宙の不思議
について分かりやすく紐解きます。
参加した児童・生徒らは説明に真
剣に耳を傾け、時には熱心に質問を
するなど楽しく実験に取り組んでい
ました。

ラーとなり、それぞれの立場から不登校
児童生徒の進路支援について発表して
意見交換を行いました。今回の公開研究
会を通して、義務教育以降を考慮した進
路支援や自立支援に向けた取組の重要性
が明らかになりました。それらは日々の
生活支援を基盤とする取組となりますか
ら、家庭や学校、地域が連携して支援を繋げてゆくことが求められていま
す。今回の公開研究会は本学を含めた教育機関や市民団体との共同で開
催されたものですが、
そうした連携活動が不登校支援の要
（かなめ）
であり、
ひとつの支援モデルにもなると期待されます。

「ロビーコンサート
in仙台市天文台vol.3」
平成22年12月18日
（土）
、第3回目となるロ
ビーコンサートが仙台市天文台のオープンス
ペースで実施されました。
今回のコンサートは
「星と羊飼いとクリスマ
スの物語」と題し、
ピアノ、
フルート、
クラリネッ
ト、ヴィオラ、歌唱、と様々な楽器でクリスマ
ス気分を盛り上げました。
平成21年2月に第1回目のコンサートを実施して以来、毎回好評のこの
企画。ロビーで実施されるため、出入りは自由、
開放的な雰囲気であることも人気の秘密です。
かしこ
「小さな子どもがいるから畏まったコンサートは
ちょっと…」
という親子連れも安心して音楽を楽
しむことができます。来場者は回数を重ねるご
とに増え、
今回は170名もの参加がありました。
また、コンサート終了後は、毎週土曜日に天文台で開催している
「トワイラ
イトサロン」にて、仙台市天文台 台長 土佐誠氏と宮城教育大学の吉川和夫
教授、倉戸テル准教授による対談が行われ、来場者を喜ばせていました。

『特別支援教育支援員講習会』
（気仙沼）の実施
宮城教育大学と気仙沼市教育委員会で
は、平成23年1月5日に「
（後期）特別支援教
育支援員講習会」を気仙沼市気仙沼図書館
にて実施しました。
（なお、
「
（前期）講習会」
は平成22年8月3日に行われております。
）
この講習会の目的は、発達障害を含め
様々な障害のある幼児及び児童生徒の理解と支援に関する最新事項の講
習を通じ、特別な支援を要する幼児及び児童生徒に対し、担当教諭と協力
して必要な支援を行う者の資質向上を図ることにあります。
この前・後期制の講習会は、教育職員免許法に定めている特別支援
教育の5領域を全て網羅できる内容となっており、全国でも非常に珍
しいものです。
また、全7講座のうち5講座はテレビ会議システムを利用した遠隔授業
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で行っているという点も特徴です。テレビ会議システムを利用すること
で、講師は自大学で講義を行い、受講者は勤務している気仙沼市・本吉地
区で講義を聴くことができます。大学側からの一方的な講義ではなく、質
問などお互いの顔を見ながら双方向でやり取りができるため、臨場感も
あるなど多くのメリットがあります。
講習会後に実施した受講者アンケートで
も「お話をされている講師の先生の顔を見
ることができて良かった」
「目の前で授業を
受けているようだった」
「支援の方法等、講
習で学んだことを実際に役立てたい」等の声
が聞かれ、とても有意義な講習会でした。
今後は映像や音声をより明瞭にしていく工夫など、より良い内容を提
供できるように努めていきます。

本学では 月 日
（水）に総合防災
訓練を実施しました。
震度 以上の大規模地震を想定し
た緊急訓練放送を合図に、「情報収集
訓練」
「情報伝達訓練」
「応急救護訓
練」等が、教職員により編成された
自衛消防隊を中心に行われました。
今回も前回
同 様 、今 ま で
地震を体験し
たことのない
外国人留学生
や 、大 学 内 で
「就業体験」実
習中の本学附
属特別支援学校生徒ら、多数の参加
が得られ、消火器による
「初期消火訓
練」や地震体験車
「ぐらら」による体
験に率先して参加している姿がみら
れました。また
「しょうがい学生支援
室」と連携し、聴覚に障害のある学生
を対象にメール及び手話による情報
伝達訓練も行われました。また訓練
の合間には非常食の
「おこわ」の試食
も行われました。
今回の訓練で、実際訓練を行った
ことにより、災害時にどのように行
動をしたらよいか等あらためて確認
することができ、非常に有意義な訓
練となりました。

総合防災訓練を実施
去る 月 日
（火）
、 月 日
（水）
に本学
「萩朋会館」 階国際地域交流
室において、教職員および学生を対
象に
「普通救命講習Ⅰ」についての講
習会を実施しました。
同講習会では講師の救急隊員から
「救命処置
（人工呼吸および心肺蘇生
法）
」の大切さおよび必要性について
の説明があり、その後に実際の現場
を想定し、人形を使っての
「人工呼吸
と心肺蘇生法」
「ＡＥＤ
（心肺蘇生装
置）
」を使用した救命処置の実践練習
を行いました。
受講生たちは、最初
「自分にはでき
るのだろうか？」と不安気な様子で
したが、実践してみると
「思ったより
は簡単」
「受講してよかった」など自
信がついた様子がみられ、非常に充
実した講習会となりました。
救急隊員の話によると、出動要請
を受けてから到着するまで平均
分間の時間を
要するとのこ
と で 、そ の 間
の救命救急
の処置の有無
によって蘇生
率が大幅に変
わってくるな
ど救命救急の
重要性につい
て伝 えられま
した。
これ を 機 に
今 後 より 多 く
の教 職 員 およ
び学 生が講習
にて 技 術 およ
び知 識 を習 得

「普通救命講習Ⅰ」講習会を実施

今後予想さ
れる災害に備
え今回訓練し
た内容を各自
把 握 し 、非 常
時に慌てるこ
となく対応す
ることが期待
されます。

留学生の 番教室

し、実際そういった現場に遭遇した
際に適切な救命処置が施せるように
なることが期待されます。

宮城教育大学では、 月 日
（木）
〜 月 日
（金）の日程で、ラオス、
ネパール、フィリピン、サモア、タイ
及びバヌアツから、計 名の教員養
成大学の教員および教育省高等教育
関係者を招き、ＪＩＣＡ集団研修を
開講しました。
この研修は、文部科学省国際教育
協力政策の一環として、途上国高等
教育機関における教員養成の質の改
善を目指した、 年計画のステップ
アップ研修で、平成 年より実施し
てきたものです。
最終年となる今回は、およそ 週
間にわたって、現職教員との意見交
換等により、自国の教員養成の質の
向上に有効な取り組みを提言できる
よう、これまでの取り組みを検証し
教員養成計画をまとめました。
ＪＩＣＡによ
る国際協力は、
途上国現地の小
学 校・中 学 校 等
のいわゆる初等
教育に携わる教
員に対する支援
が多いなか、こ
の研修は高等教
育機関の課題解
決に対象を絞り
込んでおり、自
国の教員養成に
責任をもつ指導者の政策に対する指
導助言を探求することから、教員養
成教育の改善を自ら図るという途上
国の国家的教育政策課題の解決に役
立つものと期待されています。

宮城教育大学でＪＩＣＡ集団
研修
「教員養成課程における教
育改善方法の検討」を実施
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（文責／学生広報スタッフ・齋藤葵）
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平成 年 月 日
（金）
、「留学生
の 番教室」が図書館の多目的閲覧
室にて行われました。仙台中央警察
署の警察官とともに、日本の警察の
仕事や 番のかけ方について学び
ました。
まず、留学生は日本と外国の警察
の違いや夜道で怖いと感じた体験
などを、警察官は普段の仕事や事件
に巻き込まれ
たときの対処
法などについ
て 、日 本 語 と
英語を交えて
意見交換しま
した。
次 に 、警 察
官による
「ひっ
た く り 」の デ
モ ン ス ト レー
ションを見な
がら、 番を
かけるという
練習をしまし
た。留学生は緊張しながらも、犯人
の背格好や盗られたかばんの特徴
などを日本語で一生懸命伝えてい
ました。
「自分の身を守る」ために必要な
ことが学べ、留学生にとっては貴重
な体験になったようです。また、日
本の警察のイメージも
「こわい」
「厳
しい」から、「優しい」
「親切」へと変
化したそうです。
110
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7
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▲初期消火訓練を受ける留学生や
特別支援学校生徒達の様子

▲聴覚しょうがい学生対象の手話（中央）
による地震体験車「ぐらら」説明の様子

◀笑顔満点！
僕たち・私たちの喫茶店
▲コーヒー＆特別支援学校
オリジナルビスコッティセット

▼一杯一杯
心を込めて作りました。

期間限定にて

本学附属特別支援学校
高等部生徒による
「喫茶営業」をしました！

6

11

11

30

2

▲説明を受けて実習を行っている様子 ▲救急隊員が説明を行っている様子
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した！
部生徒による「制作販売」も行いま
別日程で、附属特別支援学校中学

これからの実践に役立つ大変有意義
平成 年度宮城教育大学附属
な研修となりました。
学校特別支援教育研修会の開
特別支援教育の理解を深め、今年
催について
度開設した上杉学習支援室
「さぽー
とルーム」と連携して学級担任が教
平成 年 月 日
（火）に本学附属
室の中でより良い支援を行えるよう、
小学校内・多目的室にて、「教室の中
今後も研修会を継続して実施してい
の支援で輝く子どもたち〜障害の理
く予定です。
解と担任による主体的な支援とヒン
ト～」と題した平成 年度宮城教育
大学附属学校特別支援教育研修会を
附属特別支援学校生徒の
開催しました。
「就業体験」受け入れを実施
同研修会の大きな目的は、通常学
宮城教育大学では、 月 日
（月）
級における発達障害の子どもの理解
〜 日
（金）の 週間、附属特別支援
と支援能力の素地育成です。
学校生徒 名の
「就業体験」受け入れ
講師には、本学特別支援教育講座
を実施しました。
の渡邉徹教授、仙台市立小松島小学
この取り組みは、生徒が大学の事
校教頭の森屋勝治先生をお迎えし、
務局で就業体験を行うことにより、
障害のある子どもへの支援の在り方、
挨拶・言葉遣い・指示応答などの職
また通常学級での対応などについて、
場で必要とされる基本的習慣を養う
具体的な事例を交えたお話をいただ
とともに、働くことの意義や自分の
きました。
適性について考えさせること、自分
研修会には、本学附属幼稚園、小
の進路を積極的に切り開いていこう
学校、中学校及び特別支援学校に勤
とする意欲を育てることを目的とし、
務する教員のほ
今回初めて実施したものです。
か、仙台市内及
生徒らは、郵便・宅急便の受付を
び県 内の小・中
行う総務主幹や、構内建物内の点検
学校及び特別支
業務等を行う施設企画主幹、構内交
援学校からも多
通ルール違反の取締り等を行う学
数の参加があり
生・就職主幹、図書館のカウンター
ました。
業務等 計八つの部署で、担当職員か
参加した教員
ら指導を受けながら大学の業務を体
からは、「一斉指
験しました。
導の中で個別の
また、就業体験
支援を意識して
中には総合防災訓
授業の組み立て
練への参加や、ＥＳ
をしようと思っ
Ｄ活 動 な ど、大 学
た。」
「通級指 導
の行事にも積極的
の実例や具体的
に取り組みました。
支援方法を習得
最終日の反省
したい。
」などの
会 で は 、生 徒一人
感想が寄せられ、

れます。うれしくて、つい頭突きで歓迎してしまい、ごめんなさい。でもみ

大好きな日課の散歩には、8名のボランティア学生が毎日交代で来てく

▪授業開始：
4月11日（月）

んな、
「ヤギとの散歩で、自然の季節の変化をはっきり感じる」
「生活が健康

▪新入生合宿研修：
5月7日・8日

います。いまでは附属特別支援学校小学部の元気な子どもたちをはじめ、

大学では卒業研究、
「生活」その他の授業、教員講習などでお役に立って

ます。これからもみなさんの応援、どうぞよろしくお願いします。

たくさんの方が、
「ユキちゃんだー」
「つよしだ」と名前を憶えて呼んでくれ

▪附属公開研究会：
【幼稚園】10月28日（金）
【小学校】6月3日
（金）
【中学校】5月27日（金）
【特別支援学校】6月3日（金）

▼附属特別

支援学校の
おともだち

▪教員免許状更新講習（必修講習）
：
「教育の最新事情Ａ」
…… 8月17日
（水）
～18日（木）

「教育の最新事情Ｂ」
…… 8月27日
（土）
～28日（日）

▲２月２
８日
誕生し 、赤ちゃん
（オス
ました
）
が
。

す
歩中で
▲お散

※選択講習の日程については、本学ホームページで
ご確認ください。

ぼくとユキちゃんが大学に来て 9ヶ月になります。

会が増えた」などと言ってくれます。寒い日も雪合戦しながら一緒に遊ん

「教育の最新事情in気仙沼」
…… 9月10日
（土）
～11日（日）

本学では、今後も附属特別支援学
校の生徒を受け入れ、「就業体験」を
実施する予定です。

でくれるなんて、宮教の若者もたいしたものですね。

▪東北地区大学総合体育大会：
6月上旬～

的になった」
「一緒に過ごす時間が心地よい」
「構内でいろいろな人と話す機

▪教育実践・宮城教育大学賞授賞式：
5月中旬

体重は 3倍以上になり、ぼくには立派なたてがみができました。
▪新入生オリエンテーション・ガイダンス：
4月6日～8日

2

お元気ですか。ヤギのつよしです。
▪入学式：
4月6日（水）

ヤギさんからのお便り

宮教大の今後の予定

22

23

ひとりが 週間の就業体験を終え
て、「この業務が自分に適していると
思った」などの感想を述べました。
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▲僕たち、私たちが一生懸命に作った「なべしき」
「コースター」
「アートキャンドル」
「小皿」です。たくさんの人が買ってくだ
さり、閉店前に売り切れた物も多数ありました!
▲お客さんが見やすいよう、買いやすい
ようにディスプレイも工夫しました。
来年度も同様の販売を行う予定です!
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