
弘前大学教職大学院

課題探究力

前期講座2日目「専門職としての省察のために」より

弘前大学
教職大学院が
大切にしている
「４つの力」

弘前大学
教職大学院が
実施する選択講座の
３つの特色！

弘前大学教職大学院

1｢講義・演習（input）｣－｢実践（practice）・調査（research）｣－｢報告・共有（output・
outcome）｣形式で、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の受講者が校種を越
えて協働的に学び合います。

2育成指標に基づいた「省察」をとおして自身の立ち位置や職能成長について確認できます。
3受講者の実践課題等を踏まえ、教職大学院教員がコンサルテーションし、サポート
します。

課題を発見し、多元的に分析を行い
明確にしたうえで、課題解決に向け
た実践をデザインし、取り組んでい
く力

自律的発展力
自らの到達点と新たな課題を明らか
にし、その課題解決を目指してさら
に職能成長を遂げていく力

教員に求められる高度な専門性
を修得するための場、それが、
教育学研究科教職実践専攻［教
職大学院］です。

省察力
実践や自己の学習過程において、何
をどのように捉え、思考し、判断し、
実践し、評価したかについて、状況
や理論、事実をもとに振り返る力

協働力
あらゆる教育実践場面において、子
どもを含めた関係する他者との柔軟
で創造的な関係性の構築と協働す
る力

協働力

省察力

自律的
発展力

課題
探究力



弘前大学教職大学院

１日目

「授業づくりを捉え直す！協働ワークショップ」「授業づくりを捉え直す！協働ワークショップ」

前期

「実践報告及び質疑」より 「教職大学院教員による助言」より

アクションプランに基
づいたそれぞれの勤務
校での実践を共有し、
校種を越えたディスカッ
ションを行います。

「授業改善・充実に向けたプラン作成」より 「授業改善・充実に向けたプラン作成」より

KEPT法を活用した「授
業改善・充実に向けた
プラン作成ワークシー
ト」でプランを作成し
ます。

弘前大学教育学部
中野博之、土岐賢悟、福島裕敏、吉田美穂、菊地一文他、弘前大学教職大学院教員

「主体的・対話的で深い学び」や「授業UD」の視点を踏まえるとともに、協働的な「授業づくり」
のためのアクションプランを作成し、実践を試みます。

9：15～ 9：30 受付
9：30～ 9：40 開会、趣旨説明

9：40～10：10
これまでの５年を振り返って（育成指標チェック）
（アイスブレイク・自己紹介を含む）

弘前大学教職大学院 准教授　吉田　美穂
10：10～10：20 休憩

10：20～11：30
講義１「主体的・対話的で深い学びの視点－児童
　　　　　　生徒の学びをどのように捉えるか－」

弘前大学教職大学院 教授　中野　博之

11：50～12：40 昼食・休憩
11：30～11：50 リフレクション・対話１

12：40～13：50
講義２「授業UDの視点－児童生徒一人一人の
　　　　　　　　『わかる・できる』を目指して－」

弘前大学教職大学院 准教授　土岐　賢悟
13：50～14：10 リフレクション・対話２
14：10～14：20 休憩

14：20～15：50
授業改善・充実に向けたプラン作成

弘前大学教職大学院 教授　菊地　一文
15：50～16：00 閉会

２日目
9：45～10：00 受付
10：00～10：20 開会・ガイダンス、発表準備

10：20～11：40 実践報告及び質疑１

11：40～12：30 昼食・休憩

12：30～13：10 実践報告及び質疑２、全体協議

13：10～13：30 教職大学院教員による助言
13：30～13：40 休憩

13：40～15：10
講義３「専門職としての省察のために」

15：30 閉会、アンケート記入

弘前大学大学院教育学研究科 研究科長　福島　裕敏

15：10～15：30
リフレクション・対話３「これからの５年を描く」

弘前大学教職大学院 准教授　吉田　美穂

令和４年 ６ 月 28 日（火）、７ 月 28 日（木）（２日間）日時

講師

概要

会場

弘前大学教職大学院



若手教員の悩みや求め
ていることを知り、ミ
ドルリーダーとしてサ
ポートできることにつ
いて意見交換します。

新型コロナウイルスの
感染状況等に応じて、
適宜オンライン形式に
切り替えて対応してい
ます。

弘前大学教職大学院

「学校を活性化する実践をつくり出す！協働ワークショップ」「学校を活性化する実践をつくり出す！協働ワークショップ」

「学校を活性化させるミドルリーダーとして」より 「勤務校で新たな実践を作り出すために」より

「勤務校での調査報告とこれからの実践アイデア発表」より 「若手教員の授業実践及び研究等のサポート」より

弘前大学教育学部
吉田美穂、菊地一文他、弘前大学教職大学院教員及び修了生

「勤務校を深く知るための質的調査」をとおした「勤務校の現状と課題」の把握により、ミドル
リーダーとしての役割を再考するとともに「学校を活性化する実践」を描きます。

令和４年 ８ 月 ９ 日（火）、９ 月 22 日（木）（２日間）日時

講師

概要

会場

１日目
9：15～ 9：30 受付
9：30～ 9：40 開会、趣旨説明
9：40～10：10 アイスブレイク・自己紹介

10：10～11：50
講義・演習１「育成指標と教職ライフラインから
　　　　　　　　　　　　自己の実践を振り返る」

弘前大学教職大学院 准教授　吉田　美穂
11：50～12：40 昼食・休憩

12：40～14：10
座談会・協議１「勤務校の活性化を目指した
　　　　　　　　　　　　　　　　実践及び研究」
報告者　教職大学院を修了した向上・発展期の現職教員

14：10～14：20 休憩

14：20～15：50
講義・演習２「勤務校の現状と課題」
　　　　　　「勤務校を深く知るための質的調査」

弘前大学教職大学院 准教授　吉田　美穂
15：50～16：00 閉会

２日目
9：45～10：00 受付
10：00～10：10 開会・ガイダンス

10：10～11：50
「勤務校での調査報告とこれからの
　実践アイデア発表」、教職大学院教員による助言

11：50～12：40 昼食・休憩

12：40～14：10
座談会・協議２「若手教員の授業実践及び
　　　　　　　　　　　　　　研究等のサポート」

14：10～14：20 休憩

14：20～14：50
講義３「勤務校で新たな実践を作り出すために」

15：30 閉会、アンケート記入

弘前大学教職大学院 教授　菊地　一文

報告者　教職大学院を修了した形成期の現職教員

14：50～15：30
まとめと振り返り「学校を活性化させる
　　　ミドルリーダーとして」“START WITH WHY”

弘前大学教職大学院 准教授　吉田　美穂

※グループ報告と全体共有

弘前大学教職大学院後期



弘前大学教職大学院　准教授　吉田  美穂
TEL＆FAX : 0172-39-3398　Email : m-yoshida@hirosaki-u.ac.jpお問い合わせ先

研究科長挨拶

受講者の感想

申し込み方法

申込〆切：令和４年４月11日（月）

受講者の感想

申し込み方法

　教員の仕事の特質は、「不確定性（uncertainty）」にあります。それは、子ども一人ひとりの人格的発達に向けて、様々な背
景をもつ子どもたちが集う教室において、文化を伝達し獲得させるという教育実践に内在する難しさによります。その困難に
向き合いつつ、専門職として成長していく一つの鍵が「省察（reflection）」です。教職大学院では、新たな枠組みと多様な他者
との対話に基づく「省察」を通じて、これまでの到達点と課題を明らかにし、課題解決に向けた実践を構想・実践し、さらに「省
察」するというサイクルを大事にしてきました。本講座が、皆さんにとって自らの実践を「省察」し展望を拓く契機となるべく、
スタッフ一同、準備を進めているところです。多くの方々の受講を心よりお待ちしております。

弘前大学大学院教育学研究科　研究科長　 福島　裕敏

研究科長挨拶

受講者の感想
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　教員の仕事の特質は、「不確定性（uncertainty）」にあります。それは、子ども一人ひとりの人格的発達に向けて、様々な背
景をもつ子どもたちが集う教室において、文化を伝達し獲得させるという教育実践に内在する難しさによります。その困難に
向き合いつつ、専門職として成長していく一つの鍵が「省察（reflection）」です。教職大学院では、新たな枠組みと多様な他者
との対話に基づく「省察」を通じて、これまでの到達点と課題を明らかにし、課題解決に向けた実践を構想・実践し、さらに「省
察」するというサイクルを大事にしてきました。本講座が、皆さんにとって自らの実践を「省察」し展望を拓く契機となるべく、
スタッフ一同、準備を進めているところです。多くの方々の受講を心よりお待ちしております。

弘前大学大学院教育学研究科　研究科長　 福島　裕敏

右記QRコードから直接、又は教職大学院HPの本研修講座申込フォームにアクセスし、
必要事項を入力して申し込んでください。

画面左の「研修講座申込」から「中堅教諭等資質向上研修講座申込フォーム」へ

弘前大学教職大学院HP　https://www.edu.hirosaki-u.ac.jp/gs/pdotteachers.html
前期

お申し込みフォーム
後期

お申し込みフォーム

【前期講座】
●自分の授業や学級経営を見直すきっかけになりました。
●中堅教諭としての、これからの立ち位置・意識・志を改めて考えさせられた研修会でした。また、小・中・特支の先生方と
たくさんの考えや悩み、実践を共有することで、勉強になるとともに、心が晴れた感じになり、新たな気持ちで頑張ろうと
思えました。たくさんのご指導をいただき、ありがとうございました。
●様々なアイデアや、考え方が学べて実践に繋がりました。
●これまでと現在の自分を見つめ直すとともに、これからの教員生活をどのように送っていきたいかに気付かせられる内容で
した。
●教職大学院の先生方がそれぞれの専門分野からアドバイスや講義をしてくださり、とても勉強になりましたし、たくさんの
先生の協力が嬉しかったです。
●新しく知ることや改めて大切だと気付かされることが多くありました。また、他校の先生方の取り組みや現状を話すことが
できたため、大変充実した研修だと感じています。

【後期講座】
●同じくらいの経験年数の教員が持っている課題意識について知り、自分自身より広い視点やさまざまな分野にアンテナを
張って業務に当たらなければならないと課題を感じた。また、組織の中で自分達くらいの教員が何を担っていくことが重要
であるのかに気づけた非常に有意義な機会となった。
●学校の課題等を共有することで、みなさんがどのようなことで悩みを抱え、どのように考えているのかがわかり、共感した
り勉強したりすることができた。また、現場にいると忙しくて考えることができないような自分の役割やそもそもの教員の
役割などを再確認することができて、とても良い機会となった。発表していただいた体験や、示していただいた資料をこれ
から活用して、より組織の中で活躍できる人材になりたいと感じている。二日間、有意義な研修を受けることができて感謝
しています。ありがとうございました。
●講座で先生方のお話を聞く機会や、職場でのインタビューなどを通して、少しずつこうなったらいいな、こうしていきたい
なが見えてきた気がします。今まで、サポートしてもらってばかりだったので、学校全体にも目を向け、同僚と夢やなぜ？
をみんなで楽しく語り合い、共有していきたいです。


