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保健管理センター
目

的

Medical Center

Purpose

保健管理と健康教育に関する専門的業務を行い、学生や教職員の心身の健康保持増進を図ります。
To promote a healthy campus community by providing comprehensive services of health care and education for students and others

業

務

保健管理センター

Health Ser vi ce s

Medical Center

1. 応急診療 Primary Care Medical Services

5. 環境衛生と感染症予防の指導 Advices on School Hygiene and Infection Prevention

2. 各種健康診断 Physical Exams Services

6. 学内保健計画の指導 Advice on School Health Program

3. 心身の健康相談 Wellness Consultation Services

7. 調査研究 Research Activities

4. 健康増進と教育 Health Promotion and Education Services

8. その他の保健管理業務 Other Health Administration Services

情報処理センター
目

的

Information Processing Center

Purpose

情報ネットワークの管理運用を担い、情報教育及び研究を支援するため情報基盤を充実させ、社会への知の還元を行います。
This center is aimed at promoting scientific research and information processing education on campus.

教 育・研究内容

Pr in ci pa l Th em es o f E d u c a t i o n a n d R e s e a r c h

1）学術研究のための情報処理

4）附属図書館及び関連各部局事務などの電算処理支援

Information processing for the purpose of promoting scientific research

The center supports computer processing for the library and the administration departments on campus.

2）学術情報の利用及び提供

5）全国共同利用大型計算機センターなどの利用及び業務連絡

The center provides scientific information.

The center connects with and makes use of the nationwide university computing center.

3）情報処理教育の立案・計画及び実施

6）電子計算機システム及びキャンパスネットワークシステムの運営及び管理

The center makes plans and carries into effect information processing education.

The management and operation of the computer and network systems

キャンパスネットワークシステム概念図
宮城教育⼤学 キャンパスネットワーク概念図 2017
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キャリアサポートセンター
目

的

Career Support Center

Purpose

学生の就職活動の支援及びボランティア活動などの推進に寄与します。
Supporting students’ job hunting and volunteer activities.
部

門

業務内容

Division

Principal Themes

⃝就職指導・相談及び支援 Guiding, consulting and supporting students’ careers
キャリア支援部門
Career Support

⃝就職情報の収集・提供及び就職についての調査研究 Gathering and offering career information, and research for job hunting
⃝キャリア開発 The development of students’ careers
⃝卒業生に対する就職支援 Supporting graduate students’ careers
⃝その他就職支援 Other support

ボランティア活動支援部門
Volunteer Activities Support

⃝ボランティア、インターンシップなどの企画・運営 Planning and managing volunteer activities and internship
⃝ボランティア、インターンシップなどの関係諸機関との連絡調整 Contacting companies and educational institutions for volunteer activities and Internship
⃝その他ボランティア、インターンシップなどの支援 Other support

個人面接実技指導

学習支援ボランティア

Interview Training

Volunteer Teaching Support

教員採用試験対策勉強会
Training for the ‘Teacher employment examination’

Miyagi University of Education
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附属防災教育未来づくり総合研究センター

設置年度 ２０１6年4月1日

Year Inaugurated

Center for Disaster Education and Future Design

目

的

April 1, 2016

Purpose

東日本大震災後の教育復興支援の経験知を生かした防災に関わる未来指向型の教育研究拠点として、東北地方の学校現場における安全教育・防災教
育の充実・高度化を図るため、防災教育に関わる研究開発及び支援を行います。
The Center aims to conduct research and development, and to provide assistance to further advance education for disaster risk reduction（DRR）and safety education within the school community. It
functions as a future-oriented hub for research and education, to be promoted based on lessons and insights gained from our education efforts regarding disaster recovery actions in Tohoku after the Great
East Japan Earthquake and Tsunami in 2011.

分 野 別機能

De pa rt me nt s

東日本大震災後の教育支援の経験知をフルに活かした、防災に関わる教育とそれらを基盤に地域創成を推進する未来指向型の人材養成拠点
Human Resource Development Hub for Professionals who Promote DRR Education and Regional Revitalization with Full Address of Knowledge and Experience from the 2011 Tohoku Disaster

CONTENTS

防災推進と地域創成のための人材養成

Development of Practitioners of DRR and Regional Revitalization

防災・安全教育

地域復興・地域創生

DRR and Safety Education

Community Recovery and Regional Revitalization

防災教育・安全教育の体系化と教員養成

復興・創成に貢献する人材育成

Development of DRR and Safety Education for Teacher Training

学部
Undergraduate
Course

Human Resources Development for Professionals Contributing to the Recovery and Revitalization of Community

研究機構（宮城教育大学附属研究センター群）における開発研究

防災教育の概論と教材研究

Studying the Basic DRR Education Program and Teaching
Materials

Research and Development at Miyagi Univ. of Education Research Collaboration System

地域創成教育システム（人づくり開発）研究

ボランティア活動

Study on Education for Regional Revitalization (capacity development)

Volunteer Activities

〇国際理解・調査分析に基づくグローバル研究

防災・安全管理システムと運用

〇東北広域教育組織ネットワーク共同研究

附属学校園を活用した実践研修

〇 ESD コンソーシアム（産学官連携）組織研究

Global Studies through International Understanding and Academic Research

大学院
Graduate
Course

DRR and Safety Management System and plementation

Joint Research through the Tohoku-wide Educational Organization Network

DRR Education Practicum through University Affiliated Schools

キャリア育成オフィス活用研究

Research in Collaboration with Our Career Development Center

Institutional Research through ESD (Education for Sustainable Development) Public / Private Consortium

防災と地域創成に関する実践適応と評価分析

Application and Evaluation of DRR and Regional Revitalization Programs

〇復興・活性化のための地域ニーズの分析対応

Analyzing the Needs for Regional Recovery and Revitalization from Disasters

附属学校園を活用した実践研修

DRR Education Practicum through University Affiliated Schools

―教員養成における防災力の育成―

Nurturing DRR Competencies through Teacher Training

OUTPUT

〇アクティブラーニングによる自律研究とポートフォリオ分析による創成展開
Engaging in Regional Revitalization through Active Learning and Portfolio Analysis

復興力・地域創成基盤力形成

Formation of a Future Creative Force and Base for Recovery and Regional Revitalization

東北における防災教育指導者養成の中心拠点
学生教育

Pre-service Education
学生ボランティア、学生体験研修（アクティブ
ラーニング、サービスラーニング支援）
Volunteering and Training

教員研修

In-service Training
東北の現職教員に対する
研修支援の強化（サテラ
イト、 Web 会 議 シ ス テ
ムを用いた防災・安全教
育研修）
Strengthening the Training
Assistance for Teachers Engaged
in DRR and Safety Education
(Conducting DRR and Safety
Training through Satellite Office
and Teleconference System)

26

Center for Training DRR Education Leaders in the Tohoku Region

防災リーダー育成

Training DRR Practitioners and Professionals
教員研修防災担当者・市民リーダー研修（地域
行政との協働）研修プログラム開発と実践
Training for DRR Professionals and Community Leaders
(collaboration with local government)
Development and Implementation of Training Course

学 内 共 同 教 育 研 究 施設など
C ommon Educat i on and R esearch F aci l i t i es o n Cam p u s

教員キャリア研究機構

Research Institute for Teacher Training and Development

環境教育・情報システム研究領域
目

的

Research Area of Environmental Education and Information Systems

Purpose

環境教育理論及び実践の研究と環境教育教材の開発を行います。
Researches on Environmental Education and Development of Teaching Materials

分 野 別研究内容
分

野 名

Di vi si on a nd i ts P r i n c i p a l R e s e a r c h T h e m e s

設置年度

Division

研究内容

Year Inaugurated

環境教育基礎分野
Division of Basic Program

平成9年度
1997

（面積 319㎡）

みヤギ教育大学の楽しい我が家
Home Sweet Home in Mi-Yagi University of Education
("Yagi" means goats in Japanese).

Principal Research Themes

1．環境教育教材の開発と利用に関する研究

Research on Development and Utilization of Teaching Materiais for Environmental Education

2．環境指標物質の性質と動態に関する研究
Study of Properties and Kinetics of Materials

Floor Space

1．自然の中での環境教育の実践的研究

Field Study for Environmental Education in the Nature

環境教育実践分野
Division of Field Research

平成9年度
1997

（面積 299㎡）

2．地域社会における環境教育の実践的研究

Field Study for Environmental Education in the Regional Society

3．環境教育の実践的比較研究

バタフライガーデンの散策
Strolling through the Butterfly Garden in MUE-ECC

Comparative Research of Practical Environmental Education

Floor Space

4．野生動物の生態学的研究と環境教育への応用

Ecological Research on Wild Animals and its Application to Environmental Education

1．環境教育のための広域情報システムの設計と情報環境構築

環境教育システム分野

Design Study of Computer and Network Systems for Environmental Education

Division of Information System

平成9年度
1997

（面積 299㎡）

2．地域環境教育ネットワークの運用支援とメディア開発

Research on Information Media and Utilities for Environmental Education Networking

3．環境教育関連データベースの研究開発

Floor Space

Research on Database for Environmental Education

拡張現実技術を用いた教材提示システム
Presentation System of Learning Materials by Using
Augmented Reality

教育臨床研究領域
目

的

Research Area of Clinic in Education

Purpose

授業の実践研究を行い、優れた授業の創出と実践的指導力を備えた教員の養成に尽力しています。
This area aims research into classroom practice, to create good classroom work and contribute to improving teachers’ skills.

教 育・研究内容
1. 教育・研究内容
設置年度

Year Inaugurated

P ri nc ip al T he me s of E d u c a t i o n a n d R e s e a r c h

Principal Themes of Education and Research
内

容

現職教育講座

Principal Themes of Education and Research

In-Service Training

（1）授業の実践研究（優れた授業の創出）

Study of Teaching Practices : Promoting Teaching Ability

平成20年度
2008

（2）教員資質の向上（現職教育）

In-Service Training to Improve Teaching Competence

（3）教育実践アーカイヴ（蓄積と利用）
Archives of Successful Teaching Practices

2. その他

Others

学生のボランティア活動の支援 Supporting Students' Volunteer Activities

ビデオライブラリー
Video Library

Miyagi University of Education
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特別支援教育研究領域
目

的

Research Area of Special Needs Education

Purpose

○特別支援教育の基礎的・実践的研究 Basic and Practical Research of Special Needs Education
○適応支援教育の基礎的・実践的研究 Basic and Practical Research of School Counseling
○特別支援教育・適応支援教育の情報収集・発信と地域社会への貢献 Accumulation & Publication of Information on Special Needs Education and School Counseling, and Contribution to Local Community

教 育・研究内容
分

野

Division

Pr in ci pa l Th em es o f E d u c a t i o n a n d R e s e a r c h

名

内

容

Principal Themes

●教員・支援員・保育士に対するコンサルテーション
Consultation to Teachers, Instructors and Staff

コンサルテーション分野

●生徒指導・教育相談などに関する各種相談支援
Support for Pupil / Student Guidance and Educational Counseling

Consultation

●障害児・者とその保護者などへの社会生活・学校生活支援

Social and School Life Support to Children and Adults with Disability, and Families

●特別支援教育・適応支援教育に関するデータベースの構築と公開

データベース活用分野

Compilation and Publication of Database on Special Needs Education and School Counseling

●障害児・者のための拡大・代替コミュニケーションシステムの適用方法の開発

Database Use

Research & Development on Augmentative and Alternative Communication System for Children and Adults with Disability

●特別支援教育・適応支援教育に関するフォーラムなどの企画・実施

Planning and Implementation of Forum on Special Needs Education and School Counseling

●プロジェクト研究の企画・立案
Planning Research Projects

事業・研究企画統括部

●各種研修会などへの講師派遣

General Planning and Coordination

Dispatch of Experts to Training

●海外大学との研究交流

Research Exchange with Overseas Universities

●活動成果の取りまとめ
Evaluation of Activities

地 域 Region
教師・親・子ども Teacher, Parents, and Child
特別支援教育研究領域

Research Area of Special Needs Education

コンサルテーション分野
Consultation

教育委員会
The Board of Education

学校・関連機関
School and Related Organization

事業・研究企画統括部
General Planning and Coordination

データベース活用分野

海外大学・研究所

ワークショップ
Workshop

Overseas Universities and Institutes

Database Use

附属特別支援学校

特別支援教育講座

Affiliated School for Special Needs Education

Special Needs Education Course

附属校園

他講座・センターなど

Other Affiliated Schools

Other Courses and Centers

特別支援教育フォーラム
Forum on Special Needs Education
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国際教育研究領域
目

的

Reseach Area of International Education

Purpose

国際教育研究領域は、「国際化」や「多文化共生」へ対応するための、学校現場や地域社会の多様な要求に応じることを目的としています。そのために、
言語・文化・社会的なアプローチから、国際教育に関する基礎研究を行うと同時に、学校現場と地域社会及び大学において、日本人児童生徒・外国人児
童生徒・日本人大学生・外国人留学生の相互交流を図ることを通じて、国際教育に関する活動を積極的に推進しております。
Research Area of International Education aims at helping and dealing with various requests from schools and local communities so that they can adjust themselves to internationalization and multicultural
coexistence. In order to achieve these goals, the center conducts basic studies on education for international understanding, adopting linguistic, cultural and social approaches. It also promotes activities for
international understanding by supporting mutual exchanges between Japanese and overseas pupils, and college students alike at schools, local communities and universities.

研 究・活動内容
1. 研究内容

R es ea rc h an d Ac ti vi t i e s

Research

（１）言語・文化・社会的なアプローチから、国際教育に関わる研究と教育を行っています。
Studies and education on international Education, adopting linguistic, cultural and social approaches

（２）日本人児童生徒・外国人児童生徒・日本人大学生・外国人留学生、それぞれから成る国際教育に関する相互交流を積極的に推し進めています。
Strong promotion of mutual exchanges between Japanese and overseas pupils and college students

（３）小・中・高等学校などの学校現場と地域社会、大学の国際理解活動へ継続的な支援を行っています。
Continuing support for international understanding at elementary, junior high and high schools, and local communities and universities

分

野

Division

名

国際教育実践支援分野

To Support Education in International Understanding

国際教育研究開発分野

To Develop Education in International Understanding

学校現場における国際理解教育活動支援
Supporting international exchange activites in schools

2. 活動内容

Activities

（１）大学内における国際教育の推進

（4）小中学校の国際理解教育への支援と指導助言

Promotion of International Education on college campus

Support and guidance for international understanding at elementary and junior high schools

（2）外国人留学生に向けた教育プログラムの企画・運営
Promotion of education program for the International Students

（3）外国籍児童生徒教育などのセミナー・研修会開催

（5）
ユネスコ・スクール・ネットワークを通しての学校現場における国際理解
教育の推進
Promotion of international understanding at elementary, junior high and high schools through ASPnet

Giving seminars and workshops on foreign students education

ユネスコスクールネットワーク支援

海外研修

シンポジウム

Support ASPnet

Study Abroad Program

Symposiums

Miyagi University of Education
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小学校英語教育研究領域
目

的

Research Area of English Language Education at Elementary Schools

Purpose

小学校英語教育研究領域では、小学校外国語（英語）活動の「必修化」に伴い、学校現場の多様な支援・研修の要請・要望に応えると同時に、活動実
践の研究開発及び理論的研究、英語活動・英語教育と関連する国語教育、バイリンガル教育などとの研究交流を行い、小学校外国語（英語）活動の充
実に寄与することを目的としています。
With foreign languages (concentrating on English) becoming compulsory in Japanese elementary schools, this Research Area of Elementary School
English Education provides support for those teaching English at the elementary school level. At the same time, it conducts research in Japanese
education and bilingual education in order to assist to deepen theoretical and practical understanding of English teaching in elementary schools.

研 究・活動分野
1. 実践研究分野

Ac ti vi ti es

Practical Research

学校研修会などへの講師派遣、現職教育講座の企画と実施、親や子どもなどの支援の相談、大学生・留学
生ボランティアの派遣
Staff at this research area visit elementary schools to provide the latest advice on English education to elementary school teachers and parents. In
addition, staff, university students and foreign exchange students help support children during their English classes at school.

2. 理論研究分野

Theoretical Research

小学校英語活動の指導法、カリキュラム及び教材の開発に関する研究の企画と実施、小学校英語活動と中
学校英語教育の「接続」
に関する研究の企画と実施、プロジェクト研究（外国語教育、バイリンガル教育など）
の企画と実施、国内外の大学及び研究機関との共同研究・交流などの企画・実施、フォーラムやセミナーな
どの企画・実施
Staff at this research area continuously research fields such as: teaching methodologies, teaching materials, linking elementary school and junior
high school English education, foreign language education, and bilingual education. Our research is conducted with the cooperation of various
universities both in Japan and abroad. It also holds regular seminars for teachers to deepen their knowledge about English education.

外国語活動授業（小学校）
English Class (Elementary school)

幼児教育（保幼小接続）研究領域
Research Area of Early Childhood Education (for Smooth Transition through Nursery, Pre-school and Elementary School)

目

的

Purpose

就学前保育・教育から小学校教育への効果的な接続について研究します。
This area research for the effective articulation between nursery, pre-school and elementary school education.

教 育・研究内容

Pr in ci pa l Th em es o f E d u c a t i o n a n d R e s e a r c h

1. 幼児期から児童期への発達の連続性に関する研究
Study for Developmental Continuity from Nursery, Pre-school and Primary School Children.

2. 幼小連携に関する実践研究
Practical Study for the for Smooth Transition through Nursery, Pre-school and Primary School

幼稚園教員、保育士、小学校教諭との打
ち合わせ
Meeting with educators in Early Childhood Education

【寄附研究部門】
上廣倫理教育アカデミー
The Uehiro Academy for Ethics in Education (Endowed Research Section)

目

的

Purpose

「探究の対話（p4c）
」の考え方を教育現場に普及させるために、実践の支援や研究に取り組んでいます。
The Academy engages in research and practice to promote “philosophy for children (p4c)” at school environments.

研 究・活動分野

Ac ti vi ti es

1. 互いを認め合う確認（セーフティ）を基盤とした「探究の対話（p4c）」の実践研究
1. Practical research on “p4c” based on the safety of dialogues

2. 学校現場への普及研修、人材育成、教材開発等
2. Providing empirical training and developing teaching materials

30

探究の対話
Dialogues for inquiry

