宮教力

宮教大出身者が語る
それぞれにとっての魅力

教育の未来と子どもたちの未来のために

宮城教育大学長

見上 一幸

宮教大での学びは人間力！
宮城教育大学は、小・中学校教員の養成

点も含め、多面的・総合的・批判的に思考し

を主な使命として、昭和４０年に東北大学から

たり判断したりする能力、未来を予測して計画

独立する形で創設された大学です。平成１９

を立てるだけでなく、
それを実行できる力、
そし

年度以降は、
カリキュラムを大きく修正し、教

て責任を重んじる態度など、
いろいろな要素が

員養成に専念する大学としての性格を更に

含まれるでしょう。一口で簡単に説明すること

強めています。

は難しいですが、本学では、皆さんが今後社

本学は、入学される皆さんが高度な専門

会で生きていく上で、
そして今度は自ら次世代

性、子どもに寄り添う豊かな人間性、
グローバ

を育てていく上で、極めて重要な基盤になる

ルな視野など、教育に欠かすことのできない資

能力と考えています。

質を身に付けられるよう、質の高い教育環境

宮城教育大学で学び、巣立った卒業生の

を提供することで、
まずは学生の皆さんから頼

方々は、教育現場以外の多様な分野でも第

られる大学でありたいと考えています。
さらに

一線で活躍されています。
もちろんそうした成

は、生涯学び続けようとする現職教員の方に

功の背景には、
それぞれの方に備わった才能

とっても、現代の多様な課題を抱える学校に

や不断の努力が大きいことは間違いありませ

とっても、
そして環境と共存する形で未来を拓

ん。
しかし、本学での学びもまた、重要な意味

こうとする地域にとっても、
よりどころになれれ

を持っているものと考えたいところです。皆さん

ば、
と思っています。

が、
このパンフレットに協力してくださった方々

宮城教育大学による教員養成の精神、
こ

の経験から、本学の「教員養成マインド」
が、

れを
「教員養成マインド」
と呼びますが、
その核

教員としての活動はもとより、広く社会に羽ば

心は
「人間力」
と言えるかと思います。
ところ

たくに当たっても、大きな助けになるものである

で、
この
「人間力」
とは何でしょうか。
そこには他

ことを読み取っていただければ、大変にうれしく

者とうまくコミュニケーションを取る態度、他

思います。

者を思いやり協力する態度、
グローバルな視
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毎日が新しい発見と
感動に満ちている
「先生、早く来て！葉っぱが勝手に動いてるんだ！」
慌てた様子で私を呼びに来たクラスの男の子。園
庭に出てみると、砂の上に葉っぱが一枚。風もない
のにかすかに動いているようです。噂を聞きつけた
クラスの子どもたちと額を寄せ合い、興奮して見て
いると、葉っぱの下から一匹のダンゴムシが…。
葉っぱのマジックの真相は小さな生き物の仕業だ
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宮城教育大学附属幼稚園 教論

横山 さやか
Sayaka Yokoyama
● 2008年

学校教育教員養成課程（Ｔ課程）
国語教育専攻 卒業

とすぐにわかりましたが、私に教えに来てくれた子ど
もの顔は驚きと興奮に満ち、そして教師である私に
もワクワクする気持ちを感じさせてくれました。子ど
もたちと一緒に、草をかき分けて虫を探したり、花を
摘んだり、園庭を駆け回って遊んでいると、日々楽し
い発見や感動に出会います。そしてその発見や感動
の中に学びがたくさんつまっているのです。それは決
して教師が教え込んだことではありません。自分で
見つけ、夢中で遊ぶ中で学びとっていくのです。
それをサポートしていくのが教師の役目です。どん
な素材や道具を準備したらよいのか、どんな声掛け
をしたらよいのか等、日々試行錯誤しています。自分
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のした援助が常に効果を発揮するわけではないけれ
ど、いつかその子の成長の役に立つ日がくるかもし
れない、それを信じて子どもたちと接しています。小
さなことを一つひとつ発見しながら、成長していく子
どもたちの姿を見るのは楽しくてしかたがありませ
ん。一緒に発見し、感動し、成長していくことができ
る、それが教員の魅力だと感じています。

人に笑顔を
与えられるかもしれない、
素敵な仕事
「さようなら」とクラス全員の子どもたちが元気に
帰る時、一日の中で一番ほっとし、私にとって充実
感に満ちた瞬間となっています。教員になってもう７
年目。３年生であったり、５年生であったりと同じ学
年を何回か担任することもあります。当然ですが、一
年間は毎日やってくる子どもたちは同じです。しか
し、おもしろいことに今まで同じような日を過ごした
ことはありません。「毎日が新しく、予想がつかない
こと」の連続だからです。
練りに練った授業計画がうまくいかないこともあ
ります。子どもたちが伝えたいことを私が十分に理
解できない時もあります。悩み多き日々ですが、それ
でも子どもたちとあきらめずに向き合っていこうと思
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仙台市立富沢小学校 教諭

黒田 麻衣子

えるのです。では子どもの魅力は何か。恥ずかしなが

Maiko Kuroda

ら、未だに答えることができません。ただ、毎日を共

● 2007年

に過ごし、一緒に歩んでいく感覚。以心伝心したそ

学校教育教員養成課程（Ｔ課程）
社会科教育専攻 卒業

の時。「この子たちの成長を見ていきたい」という想
いに私は気付かされます。
笑いあり、涙ありの日々です。昨日できなかったこ
努力や経過を知っているからこそ、感動できます。す
ると「明日もまた成長した姿を見るのが楽しみだ」と
思います。日々が新鮮で、創造的な生活をつまらな
いと思う人はいないでしょう。子どもたちが楽しそう
に笑っていて、私も一緒になって楽しんでいる時、教
員になって本当によかったと実感します。自分が人に
笑顔を与えられるかもしれない、私はそこに教員の
魅力を感じているのだと思います。
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１番の魅力は
「自分が成長できる」
ということ
「生徒の成長過程に携わり、生徒にとって良い
影響を与えたい」
そう思って教師という道を選びました。実際に、
生 徒 の「わかった！」とか、「できた！」といった
ちょっとした反 応でも、生徒の成長を身 近に感じ
ることができ、これも１つの教師の魅力だなと感じ

Person
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仙台市立将監中学校 教諭

上野 創
So Ueno
● 2005年

生涯教育総合課程（Ｌ課程）
自然環境コース 情報数理専攻 卒業

ます。
しかし、僕が教 師になり１番の魅力だと感じる
のは「自分が成長できる」ということです。授業で
も、部活動でも、クラスでも、日々いろいろな場面
において勉強です。人を相手にしている仕事なの
で、いろいろと考えることが多いです。中でもよく
考えるのは「この子は何を考えているのだろう。ど
うすればこの子のためになるのだろう」ということ
です。話をじっくり聞いてやるのがいいのか、叱っ
た方がいいのか等、関わり方は様々です。しかし、
どんな関わり方をするにせよ、生徒を普段から見て
いないといけません。褒めるところは褒める、叱る
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ところは叱る、しっかりとこちらからも見ていると
いうアプローチをしながら、関わることが大切だと
思います。そうして、自分の「こうなってほしい」と
いう明確なビジョンを持って必死になって生徒と関
わっていれば、うまくいったときすごく自信になるん
です。その１つ１つが、教師として、人として成長し
ていると感じる瞬間であり、最大の魅力です。

毎日が挑戦！
元気な心と体で
勝負する！
教員として2年目を迎え、今年は昨年以上に生徒
一人一人と過ごす時間を大切にして日々を送ってい
ます。毎日色々な表情・反応を見せる子どもたちを
相手に、
「自分ができることは何か」を絶えず考え
ながら指導にあたっています。中学校では授業、生
徒会活動、部活動と、一日を通して子どもたちとと
もに活動していますが、忙しく過ごす日常にこそ、
新しい発見や充実感があるように思っています。
私が日々の仕事に取り組む上で、一番大 切にし
ていることは、
「常に心と体が元気であること」で
す。心身を健 康に保つことで、子どもたちとまっす
ぐに向き合い、様々な新しいことに挑 戦する勇気
が 湧いてくるように思います。授業での指導や行
事の取り組みなど、自分の担当する仕事の中で、何
か一つ挑戦したいハードルを設定することで、とて
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気仙沼市立鹿折中学校 教諭

貝森 義仁
Yoshihito Kaimori
● 2013年

中等教育教員養成課程
国語教育専攻 卒業

もいきいきと生徒に向かうことができます。子ども
たちと「ワクワク」するような挑戦の気持ちを共有
し、失敗を恐れずにトライする心を育てることを今
まだまだ教 員として走りだしたばかりで毎日が
勉強の日々ですが、謙虚さをもって頑張りたいと思
います。またその中で、今の自分の持ち味を大切に
して、魅力ある教師を目指していきます。
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子どもたちの
今の幸せと未来の幸せを
担っている仕事
私がかかわっているのは、知的に障害のある高
校生たち。高等部に入ってなかなか環境の変化に
慣れず、落ち着きのなかったＡくん。私もうまくコ
ミュニケーションが 取れませんでした。5月の宿泊
学習の夜、布団に入ると、Ａくんが 私に｢あ！｣と手
を伸ばしてくる。くすぐるとケラケラと笑う。また手
を出してくる。今度はフェイントを掛けてくすぐる。
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宮城教育大学附属特別支援学校 教論※

佐々木健太郎
Kentaro Sasaki
● 2007年

障害児教育教員養成課程（S課程）
養護学校教育専攻 卒業

もっと笑う。こんなやり取りを繰り返していました。
その出来事をきっかけに、少しずつＡくんとのやり
取りが成立するようになりました。
高等部入学当初、ほとんど友達とかかわりのな
かったＢくん。学校での様々な経験を経て、少しず
つ友達とかかわる楽しさを感じてくるようになりま
した。2年生のある日のつぶやき、｢卒業したらみん
なばらばら。それぞれ生きていくんですね…。｣さら
に、｢でも、みんなとの楽しい思い出があるから大丈
夫です！｣とＢくん。｢そんなことないよ。卒業したっ
てみんなといくらでも会えるんだよ｣と話すと、Ｂく
んは笑顔でうなずきました。Ｂくんの未来が一つ開
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けたように感じられた瞬間でした。
｢教師の仕事は、子どもたちの今の幸せと未来の
幸せを担っている。こんな素敵な仕事はない｣は、
学生時代に先輩が話していた言葉です。自分には、
まだまだ遠く及びもつかない言葉です。しかしなが
ら、子どもたちと心を通わせ、子どもたちが“変わっ
た”と感じられる瞬間に立ち会えることは、何にも
替えがたい喜びであり、教職の魅力です。先の言葉
を自信をもって言えるよう、これからも自分自身を
高めていきたいと考えています。

※2014年8月現在 修士課程特別支援教育専修１年に在籍中

一緒に学び、
共に育つこと（共育）が
教員の魅力
皆さんは学 校の先生にどんな印象を持っていま
すか？ あまり良い印象を持っている人はいないの
ではないかと思います。私も学生時代はほとんどの
先生に良い印象を持っていませんでした。「だった
ら自分が教員になってその印象を変えてやる！」と
決意し、教員になりました。
教員になった今、授業や部活動、学 校行事等を
通じて、生徒と一緒に活動することが楽しいです。
あるとき先輩教員から「１年目と変わったな。生徒
はちゃんと先生の背中を見て育ってるぞ。これから
の成長が楽しみだな」と言われ、とてもうれしく思
いました。また2011年の東日本大震災では学校で
被災し、大変な時期を過ごしました。普通の事がと
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宮城県南郷高等学校 教諭

髙橋 謙人

ても有り難く、生徒と一緒に活動したりすることが

Kento Takahashi

こんなにも大 切な時間であり、生徒が色々な事を

● 2007年

吸収し、成長し続けていることを再確認しました。

生涯教育総合課程（Ｌ課程）
自然環境コース 情報数理専攻 卒業

人の成長に関わる仕事は教員しかできないこと
です。それには責任が伴い、苦労も多いです。しか
し、生徒と一緒に活動したり、感情を共有したりす
で習得できますが、感情を共有することは体験した
人同士、その一瞬一瞬でしか味わうことができませ
ん。それを感じ取ること、導いていくこと、生徒を信
頼すること、共に育っていくことが教員として一番
の魅力です。
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小さな総合大学で、
新しい世界に
挑戦する力を
教師以外の進路を目指す宮教大生は、
「なぜ教師
にならないのか」という問いに突き当たります。
私が在席した専攻（コース）の専門科目は臨床心
理学でしたが、学生時代は、専攻の勉強よりも自分
の好きな学問にのめり込んでいました。一般教養で
受講した社会学や政治学の内容がとても面白かった
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宮城県東部保健福祉事務所 成人･高齢班

大野 若菜
Wakana Ōno
● 2010年

生涯教育総合課程（Ｌ課程）
教育環境コース 教育臨床専攻 卒業

のです。専攻の授業のかたわら社会科系統の講義を
時間割に詰め込み、気がつくと、哲学の研究室で卒
業論文に取り組んでいました。
そんな私にとって、宮教大は「小さな総合大学」で
した。教育学部という入口の先に、数多の学問がひ
しめき合っている。専攻が異なっていても、意欲があ
ればどんな分野にも飛び込んでいける。これは「総
合大学」としての教育学部の魅力です。既存の枠組
みにとらわれず新しい世界に挑戦する力、自ら学び
取る姿勢を身につけることができたのも、学生の意
欲を重視する大学の気風によるものだと感じます。
冒頭の問いですが、私の場合、
「学校教育に留まら
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ず幅広い分野で社会と関わりたくなった」̶これが
答えでした。中でも公務員（行政職）は教員や民間企
業と比べると、いろいろな部署があり、人とのつなが
りも多種多様。ここでなら、前述の挑戦する力を活か
せると思ったのです。
行政職は単なる事務職ではなく、あらゆる場所で、
様々な人と向き合う職業です。まったく経験のない業
務に従事することも多く、大学で培ったチャレンジ精
神や積極性が支えになっています。現在は高齢者福
祉に携わっており、宮教大で得たものは、教師とは別
の道を選んだ今でもかけがえのない財産です。

問う、聞く、開く
大学を卒業して仙台の新聞社に入り、８年目を迎
えます。これまで本社スポーツ部、小牛田（宮城県
美里町）、いわき両支局に勤務しました。現在は本
社で東日本大震災全般を担当しています。
2011年3月から震災が最大のテーマになりまし
た。いまも当時の状況を検証し、課題を浮き彫りに
する作業を続けています。最も重要なのは、遺族や
被災者の話に耳を傾けることです。ニュースになる
要素は、なにげない一言に潜んでいます。発問し、
相手から答えを引き出し、みんなで共有すること。
大学で学んだ授業法と通じるものがあるように思
います。
福島第１原発事故が頭から離れません。どうして
東北の土地が汚されなければならなかったのか。
政府と電力会社はいかにして失敗したのか。償いは
十 分か。他の原発はどうするのか。記者である限
り、追及していかなければならない課題です。
記者を志望したのは大学３年時、福島県柳津町
と昭和村で行われた社会学のフィールドワークに
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河北新報社 編集局 報道部記者

野内 貴史
Takafumi Nouchi
● 2007年

学校教育教員養成課程（Ｔ課程）
社会科教育専攻 卒業

参加したことがきっかけです。地元の方へのインタ
ビューや地場野菜を味わった経験などを通して、東
北の山村が持つ魅力に目を見開かされました。都市
伝えたい。東北を取材し、記事を書き続ける原点に
なっています。
フィールドワークをきっかけに、野球ばかりやっ
ていた私も少しは勉強に力を入れるようになりまし
た。宮教大はほぼすべての教科に教員を輩出して
います。人文科学、社会 科学、自然科学の広い分
野にわたって講義や実習を用意し、選択の自由度
も高い。学生数は多くなく教員との距離も近い。早
くから学ぶ気になれば、もっともっと教養を深めら
れただろうと後悔もちょっとあります。
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美術館

附属特別支援学校

●

仙台市役所

●

●
仙台国際
センター 西公園

開通） ●
15年
東北大学
（20
川内キャンパス

●

●

東北大学
青葉山キャンパス

仙台市
博物館

●

● 宮城県庁

広瀬通

東北

至盛岡

広瀬通駅
あおば通駅

青葉通

仙台駅

4

● 青葉城址

五橋駅

広瀬川

東京 ― 仙台

線

新幹

勾当台公園駅

青葉通一番町駅

青葉山駅

仙台市

北四番丁駅

通

大町西公園駅

線

東照宮駅

定禅寺

（青葉山地区）

東西
地下鉄

（上杉地区）

仙台駅

国際センター駅

（青葉山地区）

仙台駅から約5.5㎞

附属幼稚園
附属小学校
附属中学校

仙山

至山形

愛宕橋駅

（新幹線で約95分）

至東京

入学試験のお問合せ
入試課
入試係
022-214-3334

地域連携、公開講座のお問合せ
研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3521

修学上のお問合せ
教務課
学部教務係
022-214-3331

附属学校園のお問合せ
附属学校課
庶務係
022-234-0390

学生生活上のお問合せ
学生課
学生企画係
022-214-3595

大学全般のお問合せ
総務課
広報・危機管理係
022-214-3453

宮城教育大学 ：〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉149番地
宮城教育大学

までの交通機関

仙台駅西口バスプール⑨番乗り場から市営バス
「宮教大」
「宮教大・青葉台」
「宮教大・成田山」行き乗車
「宮教大前」下車（所要時間約20分）
（ 2014年8月現在）
※ 2015年仙台市地下鉄東西線開通「青葉山」
駅から徒歩約7分
●

附属学校
（幼稚園・小学校・中学校）
：〒980-0011 仙台市青葉区上杉六丁目4番1号
幼稚園・小学校・中学校

までの交通機関

仙台駅前⑰⑱⑲乗り場から市営バス
「旭ケ丘駅」
「鶴ケ谷七丁目」
「東仙台営業所」行き乗車
「附属小学校前」下車（所要時間 約15分）
JR仙山線「東照宮」
「北仙台」駅から徒歩約10分
● 市営地下鉄南北線
「北四番丁」
「北仙台」駅から徒歩約10分
●

●

（附属特別支援学校）
：〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉395の2

（交通機関は宮城教育大学と同じ）

このパンフレットは
「水なし印刷」
により印刷しております。

環境にやさしい植物油インキ
「VEGETABLE OIL INK」
で
印刷しております。

