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Me s s a g e f r o m t h e P r esi d en t

宮城教育大学は、東北地方唯一の教員養成単科大学として、創立以来
今日まで50 余年、
「教員養成教育に責任を負う」の理念の下、“ 優れた資質・
能力を有し、学び続ける教師 ” の養成に力を注いでまいりました。「教育の
未来と、子どもたちの未来のために」を合い言葉に、優れた教育者を世に送
り出すために努力しております。平成 25 年度のミッションの再定義で教員養
成における広域拠点大学としての使命を託されたことから、東北地方の教員
養成の質の向上を目指して平成 28 年度に教員キャリア研究機構を設立し、
東北国立 5 大学との連携を深めながら、今後も広域拠点としての役割を果た
そうとしております。
教育学部には初等教育教員養成課程、中等教育教員養成課程、特別
支援教育教員養成課程の3 課程を、そして大学院教育学研究科には、修士
課程と専門職学位課程（教職大学院）
を設置しております。教師として大切
な資質とは、広い視野と高度な専門性を備えた “ 実践的な指導力 ” と、強い
使命感と責任感を備えた “ 豊かな人間力 ” です。宮城教育大学はこれらの
高い資質を備えた教師としての人材育成をディプロマポリシーに掲げ、日々、
教育の充実を図っています。
豊かな人間力の育成には、カリキュラム外でも、ボランティア活動、海外研
修や留学、自主ゼミ、サークル活動など、豊かな学習環境に配慮するととも
に、
各種社会教育施設や高等教育機関とも連携しております。また、
教師は、
次世代のグローバル人材育成の役割を担うことから、世界各地の海外協定
大学などを通じた短期海外研修や英語教育の充実を図るとともに、ユネスコ
などの国際機関や教員研修機関とも積極的な交流を行っています。
宮城教育大学は、学校教育を通じて地域に貢献できる人材育成にも力を
注いでおり、地域の教育資源と教育力を学部教育に活用し、卒業後も教師と
しての学びを継続するための活動を推進しています。東日本大震災から6 年
が過ぎ、教育の復興が一層重要であることから、被災の悲しみに耐えている
子どもたちに寄り添い、支えることのできる教師を養成したいと考えています。
本学は、創立当初から「教師を志す学生に卒業はなく、生涯学び続ける」
という考えを伝統としており、これまで卒業生は、宮城県はもちろん、東北各
県や首都圏のみならず、北海道から沖縄に至る全国各地で、教員として、あ
るいは教育行政の分野で大いに活躍しております。これからも、優れた “ イノ
ベーティブ・ティーチャー（生涯学び続ける教師）” を養成するとともに、学び
続ける教師を支援するために、全ての教師の母港として “ 教師に頼られる教

Miyagi University of Education (MUE),
the sole teacher training college in Tohoku,
has been taking the responsibility for more
than 50 years to educate teachers with high
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teaching quality, high proficiency in their
chosen fields, and eagerness for lifelong
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learning. While answering the modern
needs of sophisticated education in Tohoku,
our university strives to educate young adults to become teachers with visions of
working for the future of education and for the future of children. After revising our
mission in 2013, we have taken on the responsibility of educating teachers over
a wide area with the Teacher Career Research Center being established in 2016,
strengthening our relationship among the five national universities in Tohoku, and will
continue to strengthen these bonds even further in the future.
In the department of education, we have established three courses: elementary
school education course, secondary school education course, and special needs
education course. In addition to these, we also have a graduate school and in-service
graduate school. Important attributes as a teacher include having an open view on
various subjects, high professionalism in one’s chosen field, and excellent practical
teaching skills. At MUE, students learn these skills on a daily basis under our diploma
policy.
In order to educate teachers who possess rich human qualities, we provide
an abundance of learning opportunities in a variety of areas outside the normal
curriculum, such as volunteer activities, short- and long-term overseas exchange
programs, self-learning seminars, club activities, and relationships with community
centers and institutes of higher education. We also give students many opportunities
to advance their international understanding through foreign exchange programs at
numerous universities abroad, and interchange with organizations such as UNESCO.
MUE aims to become a hub of education by training students who, through
education, make many contributions to society while undergraduates, and then
continue learning after graduation. Six years have passed since the 2011 Tehoku
Earthquake and Tsunami, and in this still vital period of recovery, we are striving to
produce teachers to support the children who have suffered during these times.
Since MUE’s foundation, we have strived to educate “Teachers who never stop
learning.” Our graduates are now playing leading roles as teachers at educational
institutions all over Japan, from Okinawa to Hokkaido, as well as, of course, Tokyo,
and our home prefecture of Miyagi. We will continue to train outstanding “Innovative
Teachers - Teachers for life” and work our hardest to provide the highest quality of
education over a wide region.
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石津

照璽（併任）

昭和40年 4月 1日 〜 昭和40年10月 4日

平

重道（事務取扱）

昭和40年10月 5日 〜 昭和41年 4月11日

TAIRA Shigemichi

October 5, 1965 - April 11, 1966

金倉

圓照

昭和41年 4月12日 〜 昭和44年 6月15日

KANAKURA Ensho

April 12, 1966 - June 15, 1969

林

竹二

昭和44年 6月16日 〜 昭和47年 6月15日

ISHIZU Teruji

HAYASHI Takeji

April 1, 1965 - October 4, 1965

June 16, 1969 - June 15, 1972

昭和47年 6月16日 〜 昭和50年 6月15日
June 16, 1972 - June 15, 1975

山本

義一

昭和50年 6月16日 〜 昭和53年 6月15日

YAMAMOTO Giichi

June 16, 1975 - June 15, 1978

大塚

徳郎

昭和53年 6月16日 〜 昭和56年 6月15日

OTSUKA Tokuro

June 16, 1978 - June 15, 1981

昭和56年 6月16日 〜 昭和59年 6月15日
June 16, 1981 - June 15, 1984

菅野

KANNO Masashi

正

昭和59年 6月16日 〜 昭和62年 6月15日
June 16, 1984 - June 15, 1987

昭和62年 6月16日 〜 平成 2年 6月15日

伊藤

光威

平成 2年 6月16日 〜 平成 5年 6月15日

伊藤

博義

平成 5年 6月16日 〜 平成 6年 7月31日

江崎陽一郎

平成 6年 8月 1日 〜 平成 9年 7月31日

ITO Terutake

ITO Hiroyoshi

ESAKI Yoichiro

June 16, 1990 - June 15, 1993

June 16, 1993 - July 31, 1994

August 1, 1994 - July 31, 1997

平成 9年 8月 1日 〜 平成12年 7月31日
August 1, 1997 - July 31, 2000

横須賀

YOKOSUKA Kaoru

薫

平成12年 8月 1日 〜 平成15年 7月31日
August 1, 2000 - July 31, 2003

平成15年 8月 1日 〜 平成18年 7月31日
August 1, 2003 - July 31, 2006

高橋

孝助

TAKAHASHI Kosuke

平成18年 8月 1日 〜 平成22年 3月31日
August 1, 2006 - March 31, 2010

平成22年 4月 1日 〜 平成24年 3月31日
April 1, 2010 - March 31, 2012

見上

一幸

MIKAMI Kazuyuki

平成24年 4月 1日 〜 平成28年 3月31日
April 1, 2012 - March 31, 2016

平成28年 4月 1日 〜
April 1, 2016 -

June 16, 1987 - June 15, 1990
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